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役 員 氏 名 所 属 専門部 役割分担 

会長 辻山  忍 連合自治会  

副会長 牧野  鉱 保護司会常磐分会 

副会長 高島 昭仁 連合自治会 

副会長 川崎 俊哉 啓発委員 

書記 小関 司郎 連合自治会 

書記 塚本 和泉 民生委員児童委員 

会計 川村  浩 啓発委員 

令和元年１０月１日 発行 常磐地区人権・同和教育推進協議会 

  No, １ 

令和元年（201９年）度の常磐地区「人同協」事業活動について 

１．令和元年度 常磐地区人同協の運営は次のように行われています 

１）５月２９日の総会で役員は下表のように決まりました。 

なお、専門部の役割分担は総会後に開催した第１回役員・理事会で決めました。 

 

① 常磐地区人同協は、一人ひとりの人権が大切にされる地域社会の実現に向け

事業を積極的に展開し、人権教育の推進に努める。 

② 人同協委員（啓発委員も含む）は人権教育を進めるため、地域における推進

役としての自覚を持つて人同協の事業に積極的に参加するとともに、自から

も不断の努力によって人権意識の高揚に努める。 

③ 学校教育と社会教育は連携して、地域における人権教育の推進に努める。 

④ 人同協を構成する各団体は人権教育の成果をふまえ、それぞれの団体の活動

において人権が尊重されるように努める。 
 

 

 

 

 

 

令和元年度総会（５月２９日）常磐地区市民センター（大会議室）にて 

 P１ 

＝基本方針＝ 

・事業部（担当部長 小林和行） 

地区懇談会、常磐まつり等 

・啓発部（担当部長 芥川千奈津） 

人権標語、人権講演会等 

・研修部（担当部長 栗廼隆興） 

委員研修、視察研修等  

・広報部（担当部長 鈴木茂見） 

人同協だより、人権のひろば等 

 



  ２）令和元年（２０１９年）度の主な事業予定を次のように決めました 

２．今年度、最初の事業として７月１９日に「委員研修会」を開催しました 

・開催日時：令和元年 7 月 1９日（金）19:00～ ・会場：常磐地区市民センター 大会議室 

・テーマ：『オリンピック・パラリンピックと人権』・参加者：60 名 

・研修目的：私たちの身近にあるさまざまな人権の課題に気づくことから始めてみませんか！？ 

・講師：常磐西小学校校長 市川 清博先生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

１）地区懇談会は、各地区自治会の協力を得て、人同協の主催により本年度も開催します 

～下記は「令和元年（2019 年）度の地区懇談会 実施要項」より抜粋～ 

１．開催趣旨：お互いの人権が尊重される地域社会の実現のために、身近な話題を話し合う 

「懇談会」を開催します。これは、より多くの住民が参加して自由に疑問や考えを出し 

合い、人権のまちづくりをめざすために行うものです。 

２．主  催：常磐地区人権・同和教育推進協議会 共催：常磐地区連合自治会 

３．対  象：常磐地区住民 

４．開催単位：従来のブロック・単位自治会単独など、いずれの形式でも結構です。 

５．運  営：開催単位ごとに相談して決めて下さい。 

６．開催時期：9 月～1１月をめどに開催   

 

  事業名 内   容 

１．会 議 ・総会 ５月２９日（実施済） 

・役員理事会（6 月・８月・10 月・11 月・1 月・2 月） 

・役員会および各部会（随時） 

２．地区懇談会 ・各地区にて開催（詳細別掲 3 頁参照） 

３．研 修 ・視察研修（令和２年２月予定） 

・委員研修会（７月１9 日、実施済） 

・人権講演会（コンサート）（９月１４日 実施済） 

・その他「四同研」などの研修会への参加 

４．人権記念事業 ・常磐まつり（11 月３日）「人権のひろば」出展 

・人権フェスタ 2019（12 月８日）展示  

５．人権啓発事業  ・人権標語募集 （募集締め切り９月 26 日） 

・人権フォーラム（１２月６日）「人権標語入選作 表彰」 

６．広報活動 ・広報紙「人同協だより」 １０月・3月（年２回発行） 

 P2 

・要旨：「オリンピック・パラリンピックは人権との関

わりが多くあるので考えて見たい」と、グループ別に

討議をすすめる参加型研修会でした。 

五輪マークのクイズで気分が和んだところで、「オリ

ンピックの精神」について説かれ、その中から①競技

種目の女性参加での差別、②アメリカの黒人選手が表

彰台で人種差別の示威行為をしたため選手村から追放

されたこと、③パラリンピックについてなど、グルー

プ討議を交えながら進行しました。 

まとめとして、人権の取り組みは、「すべての人が暮

らしやすい社会をつくること」で、人権問題はオリン

ピック・パラリンピックの中にも沢山あり、これらの

事例を自分ごとにすること、そうして自分で確かめ、

気づいたら行動することが大事だと結ばれました。 

＜講師：市川清博先生（右上）とグループ討議（下）＞ 

注）研修の様子はＤＶＤに収録

したので視聴できます。希望の

方は「常磐地区まちづくり協議

会」へ連絡ください。 

 

 

３．人権のまちづくりをめざす「地区懇談会」について 



  ２）地区懇談会は開催の趣旨をご理解の上、 

一人でも多くの方の参加をお願いします 

 

・開催単位、日程、会場、テーマ等については下表をご覧ください     

 

項 開催単位（自治会） 代表者 開催日・時間 会 場 テーマ(下記概要参照) 

1 石塚町二・三区（実施済） 鎌田二三男 ９月７日(土)19:00～ 市民センター ④「多文化共生」 

２ 大井手一丁目南・北・二・三丁目 川瀬五十六 9 月２８日(土)19:30～ 大井手集会所 ②「桃香の自由帳」 

3 石塚町一区 伊藤 浩 9 月２９日(日)1９:00～ 石塚町一区集会所 ②「桃香の自由帳」 

4 久保田第一・第二・第三 安達耕平 10 月５日(土)10:00～ 久保田集会所 ①「わっかカフェ」 

５ 中川原一東・西・二・三・芝田町 五味 吉明 10 月 6 日(日)10:00～ 中川原集会所 ⑤「出前講座」 

６ 城東町・城北町 川村 清治 10 月 6 日(日)19:00～ 城東倶楽部 ②「桃香の自由帳」 

７ 赤堀南三区 辻 好 10 月 1３(日)1０:00～ 赤堀南三区集会所 ①「わっかカフェ」 

８ ときわ三・四丁目 横田 紘治 10 月 19(土)19:00～ ときわ三丁目集会所 ②「桃香の自由帳」 

９ ときわ一丁目・二丁目 青木 克己 10月20日(日)10:00～ ときわ集会所 ⑤「出前講座」 

10 城西町 三好 和士 10月26日(土)18:00～ 城西町集会所 ④「多文化共生」 

11 
松本町一・二・三・西・松本青葉

台・コスモ松本・ベルビュー松本 
木寺 秀臣 11 月 9 日(土)18:30～ メリーゴーランド ⑥「その他」  

12 
赤堀一丁目・赤堀二丁目東・中・西・

南町・新町 
松井 宏樹 11月10日(日)19:00～ 赤堀一丁目集会所 ③「あした咲く」 

13 伊倉一・ニ・三丁目・西伊倉町 武藤 勇 11 月 17 日(日)9:00～ 伊倉公会所 ②「桃香の自由帳」 

14 赤堀南二区 辻山  忍 11月29日(金)19:00～ 赤堀南二区公会所 ④「多文化共生」 

15 ときわ五丁目 橋詰 秀人 12 月 1 日(日)13:30～ ときわ五丁目集会所 ⑥「その他」 

16 
西松本町・松本台・青葉町 

陽光台南松本町・メイツ四日市 
 加藤 由高 12 月１日(日)10:00～ 青葉町集会所 ②「桃香の自由帳」 

   （上表は 10月 20 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 人権啓発ＤＶＤを観て、感じたことを聴き合おう。ＤＶＤ『わっかカフェへようこそ』（３５分） 

・内容：世の中にはいろんな人がいて、誤解がもとで、うまくいかないこともある。そんな時は「わ 

っかカフェ」でちょっとお茶でも飲んで、話をしましょう。 

② 人権啓発ＤＶＤを観て、感じたことを聴き合おう。ＤＶＤ『桃香の自由帳』（３６分） 

・内容：どの地域でも起りうる出来事に光を当てています。日常の何気ない言動を振り返ることで、 

現代を生きる私たちが見失いつつある、人と人とがより添い、共に生きる温かな世界とは何かにつ 

いて語りかけます。  

③ 人権啓発ＤＶＤを観て、感じたことを聴き合おう。ＤＶＤ『あした咲く』（３６分）    

 ・内容：それぞれの立場ゆえの悩みや葛藤を抱えている生き方の異なる姉妹が登場し、姉妹の対立や、

父との対話、そして、地域の人々とのふれあいを通して、別の視点や価値観に気づき、自分の生き方 

を選択し、女性はもちろんすべての人が輝ける社会の実現をめざす内容となっています。                                        

      ④ ＤＶＤ『多文化共生社会をめざして～違いを認めともに生きる～』（３４分） 

・内容：１.外国人の人権について、２.外国人との出会い、３.外国人市民の現況と多文化共生の四日 

市市の取り組み、４.地域活動による事例紹介、の４部から構成されています。 

（講師：常磐地区人権・同和教育推進協議会役員・理事） 

         ⑤ 四日市市生涯学習いきいき出前講座 人権センター「わたしたちのくらしと人権」 

（講師：人権センター職員） 

⑥ その他 

 

 

（注）一部の自治会名は略式で記載，自治会代表者名は敬称略 

     

 P３ 

・地区懇談会のテーマと教材の概要 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

５．常磐地区人同協と市民センターの協働で「人権コンサート」を開催しました 

    （参加者：５５名）               

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

４．第４１回 四日市人権・同和教育研究（四同研）大会から  

 P4 【発行元 常磐地区人同協 広報部】 

 今年の四同研大会は８月１８日（日）四日市市文化会館・じばさん三重会場などで開催。午

後からの分科会「住民・団体の学習と啓発」で、赤堀人権のまちづくり推進委員会所属の小野

眞貴子さんから下記タイトルで報告がありました。 

 

 

より常磐地区市民センター２Ｆ大会議室で開催しました。（参加者８３名） 

､ 

 

 

□編集後記：・『人同協だより』は常磐地区人同協の人権啓発活動の様子 

を年度内に２回（１０月と３月）まとめて報告するものです。現在は、自 

治会の組回覧と常磐地区ホームページ http://www.tokimati.com/ で、 

みなさまにお伝えしています。どうかご高覧ください。 

・常磐地区社協が制作した『ご当地体操 IN 常磐』ＤＶＤが完成し、人同協 

にも配布されました。（右写真）ストレッチ体操は、椅子に座って出来るの

で、来年２月の人権視察研修の時にバス車内で上映し、試みたら？！とも

考えます。貸出し可能です「常磐地区まちづくり協議会」へ。 〔Ｈ.Ｋ〕 

  

 この活動をするにあたっては、多文化に触れ親しむことから始めようと話し合い、身近で取り組みや

すい食文化を学ぶことにした。外国人講師による料理教室を開催し、回数を積み重ねて交流を深め、昨

年と本年５月には多文化共生事業「ＡＫＡＨＯＲＩカーニバル」を開催することができた。多数の外国

人による出店があり、多国籍料理の味を求め、多くの来場者で大いに盛り上がった。 

昨年度は「常磐地区人同協」と協力してＤＶＤ『多文化共生社会をめざして』が完成した。これから

も「赤堀人権のまちづくり」発信の事業との連携を深めて活動の充実を図りたい。 

 

 

 

 

 

・小野さんの報告要旨  

・今年は絵本のよみ聞かせ『大切なこと』『ちいちゃんのかげおくり』

朗読『あなたともう一度』それに「フルートと電子ピアノ演奏」のア

ンサンブルという多彩な人権コンサートでした。・基調テーマは『～人

権というと、一言では伝えることが難しい感じがするが、相手に寄り

添うあたたかい気持ちと、あたたかい心も含まれている～』で進行し

ました。また人同協では、初めて手話通訳付きとしました。（映像を収

録したので視聴できます。「常磐地区まちづくり協議会」へ）  

・ 

 

http://www.tokimati.com/

