オリンピックにみる

われました。
①テニス、卓球やバド
ミントンなど、中央の

「男女共同参画は、まだ
まだ道半ば」と言うのが
正直な感想です。

ボールゲームでは、シン
したり、家事の合間に、

勤務中の休憩時間を調整

多様性から

グル、ダブルスの他に男

リモートを活用すれば、

開催前は賛否両論あっ

ネットを挟んで対戦する

たオリンピックですが、

③バスケットボールや
感じ、対応を模索してい

人が不自由やストレスを

コロナ禍の中、多くの

みました。

して、人権について調べて

人権啓発に携わる一人と

が出来るかもしれません。

な意見や提案を上げる事

合いに参加、そこで様々

１時間ほどの会議・寄り

女混合ダブルスが、
の勝ち抜き戦

各国選手の活躍や、自国
対

が当たり前だと思ってい

②

ぴったりの時間帯で、大
た柔道で、男女混合

開催によるＴＶ観戦に

いに盛り上がりました。
の団体戦が行われ、

人

日本選手の活躍もめざ

ソフトボールでは、様々

ましく、連日連夜のメダ
ルラッシュ、前回の東京

現在の名前に替えられた

いました。また、校名を

ことも記憶に新しいです。

とめて四民と言われまし

て、苗字、帯刀などの特
古い校名が差別を思い起

た。武士は支配階級とし

権を与えられました。そ

ためと思われます。
私たちは、日々お互い

こすような名称であった

に人権を守られているか

して、被支配階級のうち

の生活を支えるために上

ら幸せに暮らすことがで

農民は年貢を納め、武士

して、四民に含まれない

位に設けられました。そ

かし、これを実感するこ

きるのだと思います。し

とはなかなか難しいよう

人はエタ、ヒニンと呼ば

明治時代になると「士
です。空気があることを

れていました。

農工商」は教科書からな

うに・・・。

実感することが難しいよ

日々、出会う人に笑顔

歩だと思います。

で挨拶することから始め

くなりました。大きな進

初めて勤めた小学校で

てみようと思います。

「人権とは、すべての人

は副読本として「にんげ

が生命と自由を確保し、そ
れぞれの幸福を追求する権

ん」を使用して人間が平

る今、視点を変え、新し

機会だと思います。

しく生きる権利で生まれな

利、あるいは人間が人間ら

ク、私は

歳でしたが、

い発想で乗り越える良い

ました。
いずれも、人々の多様
性や男女共同参画の世界

しかし、小学生の頃は

いるものだと思います。

清水真治）

前回の東京オリンピッ

つのチームを構成してい

ました。そんな中、私は

ものに注目しました。

実施された「競技」その

大切なもので、日常の思い

に日本で開催されるオリ

（砂川校区

等であることを指導して

号線で聖火ランナー

を見た記憶は鮮明に残っ

的な流れに沿ったもので、 旧

ています。

前回の東京オリンピッ

日常のあらゆる場面で目

スポーツ界のみならず、

ンピックでどのような競

やりの心によって守られて

一方、私達の身近な共

人生１００年時代、次

ボール、スケートボード、 同社会である勤務先や地
「士農工商」という言葉が
教科書に掲載されていまし

記事の投稿や編集委員

思っています。

への参加、いつでもお待

員の方に、ともに活動しよ できればと思います。

で、人権啓発推進協議会役 面になるようお手伝いが

した。定年後泉南市に住ん 取って読んでもらえる紙

これからも皆様に手に

様方のご協力のおかげで、 べです。 Ａ( )
がぎっしり詰まっていま
◆労働運動や地域活動で、 す。

とは、まさに人生の道しる さった市民の方々の想い

バーとして、第１２号辺

ます。 Ｓ(）
◆『きずな』発行のメン

しい活動に取り組んでい

皆様との交流の中で、楽

在にいたっております。

活動の大切さを識り、現

活動を通して人権尊重の

自分が磨かれていること

していましたが、その間、

今後も皆様方のご支援

うと誘われ今までとは違っ Ｉ( )
た幅広く、より深い言動に ◆「人権」のテーマは時

りから、携わらせて頂い

ちしています。 Ｋ( )
◆地域の福祉活動に参加

とご協力をいただきなが

０年代は、部落差別問題

の活動を知っていただき、 触れることが多くなりまし 代と共に変わり、１９８

経験を積むことができたこ 稿を快く引き受けてくだ

が思いやりにあふれ、良

に感じることのできるよ

〝じんけん〟をより身近

を発行することが出来ま

月。市民の方々に向けて、 創刊１０周年・第２０号
〝じんけん〟の大切さを
した。

動の一つとして新聞をつ

伝えていくための啓発活

くってみてはどうかとい

一人でも多くの人の心

南市人権啓発推進協議会

う意見から始まりました。 ら、広く市民の方々に泉

ほしい、ここが良かった

こんな記事を掲載して

実は相手に嫌な思いへ追い ハラスメントを防止」す

な気遣いや、余計な言動が、０００年代は「あらゆる

夜を徹するような、少し

詰まって原稿を書く為に

思いがあり、また、切羽

る発見や心揺さぶられる

た。

使われるようになったこ

る事があり、後悔したこと は「ＬＧＢＴ」など個々

込んでいた事に気付かされ る施策がとられ、近年で

この齢にして、新たな

ております。

に気づきました。福祉の

い社会が出来ればいいと

したのは、２０１１年８

いう願いと、２０１１年

日常の自分は、差別者で を中心に「人権について

とから、本紙のタイトル

というご意見も随時受付

いきたいと思います。

を「きずな」と決定し、

しんどい事も含めてたく

が何度かありました。

さんの学びを経験させて

ここに吹いてくれること

若い世代の新鮮な風が、

いただいています。

の多様性を認め、自分ら
し合ってゆくことが大切だ ようになっています。

やはり、より学習し、話 しく生きる社会をめざす
くりご覧になってもらえ

と教えられました。

これからも皆様方との強 皆さんと一緒に時代を歩

を願っています。 Ｔ( )

力な絆で頑張ります。 Ａ(

)む新聞であり続けたいと

「きずな」新聞は読者の

ればと思います。

に取っていただき、じっ

中ですので、お気軽に手

の皆様にご感想やご意見

業を行い、多くの参加者

この間、様々な啓発事

ました。

年２回の発行を続けてき

「絆」という言葉が広く

人権活動にとりくんできま

３月の東日本大震災以降、 うな紙面づくりを行って

は無いと思い込み、勘違い 学習する」取組みが、２

通して種々多様な出会いと ら参加の方の想いと、原

◆きずな第１３号（２０
発刊１０周年を迎え
１７年１０月発行）より
るにあたっ て
編
~ 集委員の 想い ~ 参加させていただき、紙
◆「出会いは宝」きずなを 面には、立ち上げの頃か

農民、職人、商人これをま

代の基本的身分で、武士、

た。「士農工商」は江戸時

②議会議員、③地域の自
柿本 繁雄）

（西信達校区

治会や祭礼の実行委員会、

①会社の役員や管理職、 ら楽しみです。

しい競技が増え、従来か

どの団体の構成をみても、

バックナンバーは
こちらから

ライミング、空手など新

試合形式、選手構成で行

らある競技でも、多様な

推進協議会

を作成してきました。皆

＜発 行＞
泉南市人権啓発

サーフィン、スポーツク
技が行われるのか、今か

にする光景です。

クで柔道が正式種目にな

言われています。

り、以来日本のお家芸と

26

域団体はどうでしょう。

今回、野球・ソフト

り、だれにとっても身近で

がらにして持つ権利」であ

なルーツを持つ選手が一

～日々思うこと～

を抜き、歴代最多となり

vol,8

オリンピックでの獲得数

5

「きずな新聞」を創刊

（企画委員会 編集委員）

1

をいただきながら、紙面

発行／泉南市人権啓発推進協議会 住所：泉南市樽井９－１６－２（市民交流センター） 電話番号：０７２－４８０－２８５５ ⑥
➀

つながり

4

記念すべき「きずな」第20号で
はありますが、コロナ禍で一連の
行事・編集会議の中止を余儀なく
されました。そのために、少し古
い内容も含まれていることをご了
承ください。
徐々に取り戻しつつある日常に、
人と人とのつながりのうれしさ、
大切さを改めて感じるこの頃です。
今後とも、つながる「声」をた
くさんお寄せください。

1

講演では、ネット上で
の差別の現状や、講師自 参加者の声
<
>
身の差別体験、無知・無 ◆ネット上における法規
関心によって差別が拡散 制の不十分さとともに、
していく恐ろしさなどに 正しい知識を知らないこ
ついてお話いただきまし とで加害者となってしま

さを感じました。

た。「どんな情報もデマ う現実を見て、非常に怖
と知るまではその人に
とって真実となる」とい ◆差別は「そっとしてお
した。
いう第三者の感覚がとて

う言葉が非常に印象的で けば自然になくなる」と
ギガスクールが始まり も怖いと思うと同時に、
子どもとネットの距離が 普段から部落差別につい
近くなっています。子ど て考えることがなかった
も達が「おかしい」と気 自分も差別する側の一人
付ける力を持てるよう、 であったことに気づいて
メディアリテラシーの大 恥ずかしく思った。
切さを教えていくことも ◆無関心であることがな
ではないでしょうか。
りました。

これからは重要になるの ぜいけないのかよくわか

２９日、イオンモールり

１１月２４日～１１月
どを自由にふせんに書い

皆が工夫していることな

◆最近は世間を見回して

楽しみにしています。

く上手です。また来年も

も、コロナ、コロナ、自

て貼ってもらいました。

にて、市内の保育園所、

んくう泉南イオンホール

認定こども園、幼稚園、
つもありません。でも、

粛、自粛で楽しい話題が

だいた「じんけん写真・

市民の方々にご応募いた

のポスター、習字、絵画、

とします。

見ると、ほんわりとホッ

しらに頑張っているのを

このようにみんなが何か

小・中学校の子どもたち

さんの作品などを紹介し

標語」や、識字教室の皆

「コロナの影響で外出す

た。

した。

人権の輪がより広がりま
かけることがなかったか

も標語を出していただき、 ◆普段人権について気に

翔南高校の生徒たちから

ら、考える良い機会に

す。多くの人に来てほし

るのをためらう人が多い

会場では、展示されて
ついて深く考えていこう

なった。これから人権に

代に人権の大切さを感じ

の姿がみられ、幅広い世

てもらえる機会となった

について向き合い、作品

和地区居住者か、かつて

なぜなのか。いわゆる同

題視すること、企業にお

めていても、出身地を問

める時、人物の良さは認

部落差別も変えていくこ

ら世間が変化したように、

常に置かれていた状態か

と煙が立ち込め、灰皿が

公共施設にも煙草の匂い

にも社会にも教育が大切

ロナウイルス感染防止対策

ている校区の集い。新型コ

のため、昨年度に引き続き、

域の方の参加を制限したり

対象学年を限定したり、地

するなどして実施しました。
「手話エンターテイメント

を体験しながら手話を学びま

」の講演では、手
発信団 oioi
話クイズや手話を使った体操

講師からの「手話をする際

した。

には表情も大切にしてほし

マスク越しでもわかるほどの

い」との言葉に、子ども達は、

笑顔を見せていました。
また、太鼓集団「魁」によ
る講演では、太鼓の力強い演
奏と「しんどいときには、助
けてと声をあげろ！」という

姿も見られました。

力強い言葉にうなづく生徒の

泉南市人権啓発推進協議会

新たな出会いと学びの場を提

では、これからも子ども達に

ます。

供できるよう取り組んでいき

と思う。

安もありましたが、期間

年度は、新型コ

にご来場いただきました。 を家族に紹介する子ども

いる絵の中から自分の絵

いです。

のではないか」という不

た人権作品展を行いまし

◆よい展覧会だと思いま
また、新たにりんくう

1

中は約１，０００名の方

令和

とともにコロナ差別が増
のではないでしょうか。

ロナウイルス感染症拡大

加していることを受け、

を作っているのにいつも

コロナ差別に関する啓発
参<加者の声 >
コーナーを設置しました。 ◆子どもたちが人権や命
エ展に出展された作品を

公民館と連携し、アマビ

居住していたか、両親が

材を採用せずに逃してし

いても、あえて優秀な人

とができると思う。部落

だ。「人権の世間」を作

毎年、各小学校で実施し

感動します。どれもすご

間に、差別に対して「何

掲示したり、コロナ禍で

そんなことから、土地

部落差別という言葉は、

る差別というものが、如
何に曖昧で馬鹿馬鹿しい
広がってきている。ほん

女性差別、障害者差別等
というように人をさして

人生のパートナーを決

ものであるかと言える。

そうであるか、本籍地が

まうことになるのは何故

定されたが、そのことに

差別解消法が

職業なのか、というよう

められるのだろうか、そ

か、人の価値は地面で決

年前に制

に。人によって判断の基

発想を変えてみよう！

んな筈はない。

そんなことを笑い飛ばせ

ない。江戸時代の自分の

準が違うし、線引き出来

る人はいないし、まして

身分をはっきり知ってい

大きな意義がある。学校

や、他人のことなどわか

ろう！世の中は動きだし

いて「世界中で最も解決

奥田均さんの講演を聴

ている。

るような世間に、身元よ

るはずもない。明治以降、 りも人物を大切にする世

分が引き継がれることも、

いる人権問題は〝 部落

が早いだろうと言われて

身分制度が崩れ、親の身

身分違いの結婚御法度が

差別 〟」と、いつか聞

解かれ、子孫まで同じ身
分のままの人は多分いな

いた話を思い出した。

し、代々が同じ所に居住

田中 千賀子）

（砂川校区

④

2

そうなのか、あるいは、

例えば、禁煙の世間は

身者差別といわないのは

いるのではない。部落出
の少し前までは、職場や

作ろう。

を今更」と言える空気を

度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イオンイベントや市民の集いは中止し、

黒人差別、ユダヤ人差別、 との関りを持つ人に対す

例年、人権週間（12月4日～10日）にちなんで様々な事業を行ってきましたが、令和2年

い。本籍地も変更できる

していることはほとんど
無い。

右手の小指側で左手
の甲を軽くたたいて
上にあげます
人差し指と中指をたて
て、眉間に当てます。
次に、両手の人差し指
を向い合わせて立て、
お辞儀をするように折
り曲げます。

<ありがとう>
<こんにちは>

人権作品展のみの実施となりました。
5

令和2年10月27日、あいぴあ泉南で「2020人権啓発講演会」を開催しました。今
回は、講師に川口泰司さんをお招きし、“「寝た子」はネットで起こされる⁉～
ネット社会と部落差別の現実～”というテーマでお話をしていただきました。
令和3年10月25日、あいぴあ泉南で「2021人権啓発講演会」を開催しました。今
回は、講師に奥田均さんをお招きし、「人権の世間をつくろう」というテーマ
でお話していただきました。

②

校区の集い

校区人権協では、小学校やPTAと連携し、地域の子どもから大人まで
幅広い世代が人権に触れ合う機会を提供しています。令和2年度は新
型コロナの影響で5.6年生や低学年に対象を限定して実施しました。
（樽井小学校及び新家東小学校は中止となりました。）
参加者の声をご紹介します。
泉南市では「子どもにやさしいまち」（チャイルドフレンドリーシティ）を実現して
いくために、「泉南市子どもの権利に関する条例」を2012年10月1日に制定しました。現
在、10周年に向けた取り組みを行っています。

困っている⼈がいたら、⼿
を貸せる⼈になりたいと思
いました。

東⼩学校（Ｒ2.9.11）
講師：奈佐誠司さん

家でも命の⼤切さを
話し合いたいです。

子どもにとって大切な 4 つの権利

※子どもの権利条約より

信達⼩学校（Ｒ2.10.15）
講師：太⿎集団「魁」
お話を聞いて、今後壁にぶ
ち当たった時に必ずいい⽅
向に向けると思います。

「死んだらあかん！」
親として伝えていきたい
です。

⻄信達⼩学校（Ｒ2.10.9）
講師：太⿎集団「魁」

仕事に誇りを持って⽣
きること、仕事で差別
をしないことの⼤切さ
を学びました。

条例では、子どもの権利を大切にして、子どもに優しいまちをつくることを約束しています。子どもが
幸せに暮らせるまちは、おとなも、お年寄りも幸せに暮らせるまちです。みんなで力をあわせて、よりよ
い泉南市をつくりましょう。

⼀丘⼩学校（Ｒ2.10.26）
講師：太⿎集団「魁」

雄信⼩学校（Ｒ2.10.16）
講師：林家染太さん

皆さんのご参加
お待ちしています！

⼦どものいじめに⼤
⼈としてどう関わっ
ていくか考えさせら
れる内容でした。

新家⼩学校（Ｒ2.11.19）
講師：林家染太さん

⽣き物の⼤切さ、その尊い
命からできたものを感謝し
て使おうという思いは、⼦
どもたちにも伝わったと思
います。

2021⼈権週間「市⺠の集い」
⽇時：12⽉5⽇（⽇）12時開場／13時開演
場所：泉南市⽴⽂化ホール
内容：第1部 神原⽂⼦さん（社会学者）のおはなし
第2部 映画「グリーンブック」の上映
⼈権作品展
⽇時：12⽉8⽇（⽔）〜12⽇（⽇）
午前10時〜午後8時（ただし、8⽇（⽔）は午後3時から）
場所：イオンモールりんくう泉南2階イオンホール

砂川⼩学校（Ｒ2.11.6）
講師：太⿎集団「魁」

⼈権週間イオンイベント「みんなのカフェ」
⽇時：12⽉12⽇（⽇）午後2時〜午後3時
場所：イオンモールりんくう泉南2階イオンホール
内容：Silky Sounds Duoによるコンサート

ふだん人権の講座に参加することのできない保護者世代が人権について学ぶ機会となるよう、
今後もPTA・学校・地域が連携し、人権意識の高揚を広める活動を続けていきます。
③

⑤

講演では、ネット上で
の差別の現状や、講師自 参加者の声
<
>
身の差別体験、無知・無 ◆ネット上における法規
関心によって差別が拡散 制の不十分さとともに、
していく恐ろしさなどに 正しい知識を知らないこ
ついてお話いただきまし とで加害者となってしま

さを感じました。

た。「どんな情報もデマ う現実を見て、非常に怖
と知るまではその人に
とって真実となる」とい ◆差別は「そっとしてお
した。
いう第三者の感覚がとて

う言葉が非常に印象的で けば自然になくなる」と
ギガスクールが始まり も怖いと思うと同時に、
子どもとネットの距離が 普段から部落差別につい
近くなっています。子ど て考えることがなかった
も達が「おかしい」と気 自分も差別する側の一人
付ける力を持てるよう、 であったことに気づいて
メディアリテラシーの大 恥ずかしく思った。
切さを教えていくことも ◆無関心であることがな
ではないでしょうか。
りました。

これからは重要になるの ぜいけないのかよくわか

２９日、イオンモールり

１１月２４日～１１月
どを自由にふせんに書い

皆が工夫していることな

◆最近は世間を見回して

楽しみにしています。

く上手です。また来年も

も、コロナ、コロナ、自

て貼ってもらいました。

にて、市内の保育園所、

んくう泉南イオンホール

認定こども園、幼稚園、
つもありません。でも、

粛、自粛で楽しい話題が

だいた「じんけん写真・

市民の方々にご応募いた

のポスター、習字、絵画、

とします。

見ると、ほんわりとホッ

しらに頑張っているのを

このようにみんなが何か

小・中学校の子どもたち

さんの作品などを紹介し

標語」や、識字教室の皆

「コロナの影響で外出す

た。

した。

人権の輪がより広がりま
かけることがなかったか

も標語を出していただき、 ◆普段人権について気に

翔南高校の生徒たちから

ら、考える良い機会に

す。多くの人に来てほし

るのをためらう人が多い

会場では、展示されて
ついて深く考えていこう

なった。これから人権に

代に人権の大切さを感じ

の姿がみられ、幅広い世

てもらえる機会となった

について向き合い、作品

和地区居住者か、かつて

なぜなのか。いわゆる同

題視すること、企業にお

めていても、出身地を問

める時、人物の良さは認

部落差別も変えていくこ

ら世間が変化したように、

常に置かれていた状態か

と煙が立ち込め、灰皿が

公共施設にも煙草の匂い

にも社会にも教育が大切

ロナウイルス感染防止対策

ている校区の集い。新型コ

のため、昨年度に引き続き、

域の方の参加を制限したり

対象学年を限定したり、地

するなどして実施しました。
「手話エンターテイメント

を体験しながら手話を学びま

」の講演では、手
発信団 oioi
話クイズや手話を使った体操

講師からの「手話をする際

した。

には表情も大切にしてほし

マスク越しでもわかるほどの

い」との言葉に、子ども達は、

笑顔を見せていました。
また、太鼓集団「魁」によ
る講演では、太鼓の力強い演
奏と「しんどいときには、助
けてと声をあげろ！」という

姿も見られました。

力強い言葉にうなづく生徒の

泉南市人権啓発推進協議会

新たな出会いと学びの場を提

では、これからも子ども達に

ます。

供できるよう取り組んでいき

と思う。

安もありましたが、期間

年度は、新型コ

にご来場いただきました。 を家族に紹介する子ども

いる絵の中から自分の絵

いです。

のではないか」という不

た人権作品展を行いまし

◆よい展覧会だと思いま
また、新たにりんくう

1

中は約１，０００名の方

令和

とともにコロナ差別が増
のではないでしょうか。

ロナウイルス感染症拡大

加していることを受け、

を作っているのにいつも

コロナ差別に関する啓発
参<加者の声 >
コーナーを設置しました。 ◆子どもたちが人権や命
エ展に出展された作品を

公民館と連携し、アマビ

居住していたか、両親が

材を採用せずに逃してし

いても、あえて優秀な人

とができると思う。部落

だ。「人権の世間」を作

毎年、各小学校で実施し

感動します。どれもすご

間に、差別に対して「何

掲示したり、コロナ禍で

そんなことから、土地

部落差別という言葉は、

る差別というものが、如
何に曖昧で馬鹿馬鹿しい
広がってきている。ほん

女性差別、障害者差別等
というように人をさして

人生のパートナーを決

ものであるかと言える。

そうであるか、本籍地が

まうことになるのは何故

定されたが、そのことに

差別解消法が

職業なのか、というよう

められるのだろうか、そ

か、人の価値は地面で決

年前に制

に。人によって判断の基

発想を変えてみよう！

んな筈はない。

そんなことを笑い飛ばせ

ない。江戸時代の自分の

準が違うし、線引き出来

る人はいないし、まして

身分をはっきり知ってい

大きな意義がある。学校

や、他人のことなどわか

ろう！世の中は動きだし

いて「世界中で最も解決

奥田均さんの講演を聴

ている。

るような世間に、身元よ

るはずもない。明治以降、 りも人物を大切にする世

分が引き継がれることも、

いる人権問題は〝 部落

が早いだろうと言われて

身分制度が崩れ、親の身

身分違いの結婚御法度が

差別 〟」と、いつか聞

解かれ、子孫まで同じ身
分のままの人は多分いな

いた話を思い出した。

し、代々が同じ所に居住

田中 千賀子）

（砂川校区

④

2

そうなのか、あるいは、

例えば、禁煙の世間は

身者差別といわないのは

いるのではない。部落出
の少し前までは、職場や

作ろう。

を今更」と言える空気を

度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イオンイベントや市民の集いは中止し、

黒人差別、ユダヤ人差別、 との関りを持つ人に対す

例年、人権週間（12月4日～10日）にちなんで様々な事業を行ってきましたが、令和2年

い。本籍地も変更できる

していることはほとんど
無い。

右手の小指側で左手
の甲を軽くたたいて
上にあげます
人差し指と中指をたて
て、眉間に当てます。
次に、両手の人差し指
を向い合わせて立て、
お辞儀をするように折
り曲げます。

<ありがとう>
<こんにちは>

人権作品展のみの実施となりました。
5

令和2年10月27日、あいぴあ泉南で「2020人権啓発講演会」を開催しました。今
回は、講師に川口泰司さんをお招きし、“「寝た子」はネットで起こされる⁉～
ネット社会と部落差別の現実～”というテーマでお話をしていただきました。
令和3年10月25日、あいぴあ泉南で「2021人権啓発講演会」を開催しました。今
回は、講師に奥田均さんをお招きし、「人権の世間をつくろう」というテーマ
でお話していただきました。

②

校区の集い

校区人権協では、小学校やPTAと連携し、地域の子どもから大人まで
幅広い世代が人権に触れ合う機会を提供しています。令和2年度は新
型コロナの影響で5.6年生や低学年に対象を限定して実施しました。
（樽井小学校及び新家東小学校は中止となりました。）
参加者の声をご紹介します。
泉南市では「子どもにやさしいまち」（チャイルドフレンドリーシティ）を実現して
いくために、「泉南市子どもの権利に関する条例」を2012年10月1日に制定しました。現
在、10周年に向けた取り組みを行っています。

困っている⼈がいたら、⼿
を貸せる⼈になりたいと思
いました。

東⼩学校（Ｒ2.9.11）
講師：奈佐誠司さん

家でも命の⼤切さを
話し合いたいです。

子どもにとって大切な 4 つの権利

※子どもの権利条約より

信達⼩学校（Ｒ2.10.15）
講師：太⿎集団「魁」
お話を聞いて、今後壁にぶ
ち当たった時に必ずいい⽅
向に向けると思います。

「死んだらあかん！」
親として伝えていきたい
です。

⻄信達⼩学校（Ｒ2.10.9）
講師：太⿎集団「魁」

仕事に誇りを持って⽣
きること、仕事で差別
をしないことの⼤切さ
を学びました。

条例では、子どもの権利を大切にして、子どもに優しいまちをつくることを約束しています。子どもが
幸せに暮らせるまちは、おとなも、お年寄りも幸せに暮らせるまちです。みんなで力をあわせて、よりよ
い泉南市をつくりましょう。

⼀丘⼩学校（Ｒ2.10.26）
講師：太⿎集団「魁」

雄信⼩学校（Ｒ2.10.16）
講師：林家染太さん

皆さんのご参加
お待ちしています！

⼦どものいじめに⼤
⼈としてどう関わっ
ていくか考えさせら
れる内容でした。

新家⼩学校（Ｒ2.11.19）
講師：林家染太さん

⽣き物の⼤切さ、その尊い
命からできたものを感謝し
て使おうという思いは、⼦
どもたちにも伝わったと思
います。

2021⼈権週間「市⺠の集い」
⽇時：12⽉5⽇（⽇）12時開場／13時開演
場所：泉南市⽴⽂化ホール
内容：第1部 神原⽂⼦さん（社会学者）のおはなし
第2部 映画「グリーンブック」の上映
⼈権作品展
⽇時：12⽉8⽇（⽔）〜12⽇（⽇）
午前10時〜午後8時（ただし、8⽇（⽔）は午後3時から）
場所：イオンモールりんくう泉南2階イオンホール

砂川⼩学校（Ｒ2.11.6）
講師：太⿎集団「魁」

⼈権週間イオンイベント「みんなのカフェ」
⽇時：12⽉12⽇（⽇）午後2時〜午後3時
場所：イオンモールりんくう泉南2階イオンホール
内容：Silky Sounds Duoによるコンサート

ふだん人権の講座に参加することのできない保護者世代が人権について学ぶ機会となるよう、
今後もPTA・学校・地域が連携し、人権意識の高揚を広める活動を続けていきます。
③
⑤

オリンピックにみる

われました。
①テニス、卓球やバド
ミントンなど、中央の

「男女共同参画は、まだ
まだ道半ば」と言うのが
正直な感想です。

ボールゲームでは、シン
したり、家事の合間に、

勤務中の休憩時間を調整

多様性から

グル、ダブルスの他に男

リモートを活用すれば、

開催前は賛否両論あっ

ネットを挟んで対戦する

たオリンピックですが、

③バスケットボールや
感じ、対応を模索してい

人が不自由やストレスを

コロナ禍の中、多くの

みました。

して、人権について調べて

人権啓発に携わる一人と

が出来るかもしれません。

な意見や提案を上げる事

合いに参加、そこで様々

１時間ほどの会議・寄り

各国選手の活躍や、自国
の勝ち抜き戦

女混合ダブルスが、
対

が当たり前だと思ってい

②

た柔道で、男女混合

開催によるＴＶ観戦に

いに盛り上がりました。

ぴったりの時間帯で、大

の団体戦が行われ、

人

日本選手の活躍もめざ

ソフトボールでは、様々

ましく、連日連夜のメダ
ルラッシュ、前回の東京

現在の名前に替えられた

いました。また、校名を

ことも記憶に新しいです。

とめて四民と言われまし

て、苗字、帯刀などの特
古い校名が差別を思い起

た。武士は支配階級とし

権を与えられました。そ

ためと思われます。
私たちは、日々お互い

こすような名称であった

に人権を守られているか

して、被支配階級のうち

の生活を支えるために上

ら幸せに暮らすことがで

農民は年貢を納め、武士

して、四民に含まれない

位に設けられました。そ

かし、これを実感するこ

きるのだと思います。し

とはなかなか難しいよう

人はエタ、ヒニンと呼ば

明治時代になると「士
です。空気があることを

れていました。

農工商」は教科書からな

うに・・・。

実感することが難しいよ

日々、出会う人に笑顔

歩だと思います。

で挨拶することから始め

くなりました。大きな進

初めて勤めた小学校で

てみようと思います。

「人権とは、すべての人

は副読本として「にんげ

が生命と自由を確保し、そ
れぞれの幸福を追求する権

ん」を使用して人間が平

る今、視点を変え、新し

機会だと思います。

しく生きる権利で生まれな

利、あるいは人間が人間ら

ク、私は

歳でしたが、

い発想で乗り越える良い

ました。
いずれも、人々の多様
性や男女共同参画の世界

しかし、小学生の頃は

いるものだと思います。

清水真治）

前回の東京オリンピッ

つのチームを構成してい

ました。そんな中、私は

ものに注目しました。

実施された「競技」その

大切なもので、日常の思い

に日本で開催されるオリ

（砂川校区

等であることを指導して

号線で聖火ランナー

を見た記憶は鮮明に残っ

的な流れに沿ったもので、 旧

ています。

前回の東京オリンピッ

日常のあらゆる場面で目

スポーツ界のみならず、

ンピックでどのような競

やりの心によって守られて

一方、私達の身近な共

人生１００年時代、次

ボール、スケートボード、 同社会である勤務先や地
「士農工商」という言葉が
教科書に掲載されていまし

記事の投稿や編集委員

思っています。

への参加、いつでもお待

ｰ

で、人権啓発推進協議会役 面になるようお手伝いが

した。定年後泉南市に住ん 取って読んでもらえる紙

これからも皆様に手に

様方のご協力のおかげで、 べです。 Ａ( )
がぎっしり詰まっていま
◆労働運動や地域活動で、 す。

とは、まさに人生の道しる さった市民の方々の想い

ます。 Ｓ(）
◆『きずな』発行のメン

しい活動に取り組んでい

皆様との交流の中で、楽

在にいたっております。

活動の大切さを識り、現

活動を通して人権尊重の

自分が磨かれていること

していましたが、その間、

員の方に、ともに活動しよ できればと思います。

バーとして、第１２号辺

ちしています。 Ｋ( )
◆地域の福祉活動に参加

今後も皆様方のご支援

うと誘われ今までとは違っ Ｉ( )
た幅広く、より深い言動に ◆「人権」のテーマは時

りから、携わらせて頂い

経験を積むことができたこ 稿を快く引き受けてくだ

とご協力をいただきなが

０年代は、部落差別問題

の活動を知っていただき、 触れることが多くなりまし 代と共に変わり、１９８

通して種々多様な出会いと ら参加の方の想いと、原

◆きずな第１３号（２０
発刊１０周年を迎え
１７年１０月発行）より
るにあたっ て
編
~ 集委員の 想い ~ 参加させていただき、紙
◆「出会いは宝」きずなを 面には、立ち上げの頃か

農民、職人、商人これをま

代の基本的身分で、武士、

た。「士農工商」は江戸時

②議会議員、③地域の自
柿本 繁雄）

（西信達校区

治会や祭礼の実行委員会、

①会社の役員や管理職、 ら楽しみです。

しい競技が増え、従来か

どの団体の構成をみても、

ライミング、空手など新

試合形式、選手構成で行

らある競技でも、多様な

↑
バックナン
バ はこちら

が思いやりにあふれ、良

に感じることのできるよ

〝じんけん〟をより身近

を発行することが出来ま

月。市民の方々に向けて、 創刊１０周年・第２０号
〝じんけん〟の大切さを
した。

動の一つとして新聞をつ

伝えていくための啓発活

くってみてはどうかとい

一人でも多くの人の心

南市人権啓発推進協議会

う意見から始まりました。 ら、広く市民の方々に泉

実は相手に嫌な思いへ追い ハラスメントを防止」す

な気遣いや、余計な言動が、０００年代は「あらゆる

思いがあり、また、切羽

る発見や心揺さぶられる

た。

こんな記事を掲載して

夜を徹するような、少し

詰まって原稿を書く為に

この齢にして、新たな

ております。

に気づきました。福祉の

い社会が出来ればいいと

したのは、２０１１年８

いう願いと、２０１１年

日常の自分は、差別者で を中心に「人権について

ほしい、ここが良かった

る事があり、後悔したこと は「ＬＧＢＴ」など個々

込んでいた事に気付かされ る施策がとられ、近年で

いきたいと思います。

とから、本紙のタイトル

というご意見も随時受付

使われるようになったこ

を「きずな」と決定し、

しんどい事も含めてたく

ここに吹いてくれること

若い世代の新鮮な風が、

いただいています。

さんの学びを経験させて
し合ってゆくことが大切だ ようになっています。

の多様性を認め、自分ら
くりご覧になってもらえ

と教えられました。

これからも皆様方との強 皆さんと一緒に時代を歩

を願っています。 Ｔ( )

力な絆で頑張ります。 Ａ(

)む新聞であり続けたいと

「きずな」新聞は読者の

ればと思います。

やはり、より学習し、話 しく生きる社会をめざす

が何度かありました。

中ですので、お気軽に手

この間、様々な啓発事

ました。

業を行い、多くの参加者
の皆様にご感想やご意見

に取っていただき、じっ

年２回の発行を続けてき

「絆」という言葉が広く

人権活動にとりくんできま

３月の東日本大震災以降、 うな紙面づくりを行って

は無いと思い込み、勘違い 学習する」取組みが、２

を作成してきました。皆

＜発 行＞
泉南市人権啓発
推進協議会

サーフィン、スポーツク
技が行われるのか、今か

にする光景です。

クで柔道が正式種目にな

言われています。

り、以来日本のお家芸と

26

域団体はどうでしょう。

今回、野球・ソフト

り、だれにとっても身近で

がらにして持つ権利」であ

なルーツを持つ選手が一

～日々思うこと～

を抜き、歴代最多となり

vol,8

オリンピックでの獲得数

5

「きずな新聞」を創刊

（企画委員会 編集委員）

1

をいただきながら、紙面
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つながり

4

記念すべき「きずな」第20号で
はありますが、コロナ禍で一連の
行事・編集会議の中止を余儀なく
されました。そのために、少し古
い内容も含まれていることをご了
承ください。
徐々に取り戻しつつある日常に、
人と人とのつながりのうれしさ、
大切さを改めて感じるこの頃です。
今後とも、つながる「声」をた
くさんお寄せください。
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