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負けない心
ヨーイ！　ドン
一生懸命　走った
頑張って　走った
でもだめだった　くやしい
勝つことより
負けない心を　持つこと
それがとっても　大事

発行◉九重町隣保館
大分県玖珠郡九重町大字右田3088－2
TEL：0973-76-2468 FAX：0973-76-2446

2016年 ６月号

第360号 

月　　日 行　事　名

７月 ４日（月） 編み物教室
７月 ５日（火） 陶芸教室
７月 ７日（木） デイサービス事業（たんぽぽ会）
７月 ８日（金） 飯田ふれあいサロン

月　　日 行　事　名

６月20日（月） 編み物教室
６月23日（木） デイサービス事業（ひまわり会）
６月30日（木） 歌声サロン
７月 １日（金） 生け花教室

◇これからの行事◇ 【月・木は人権相談日】

お  知  ら  せ

第13回ふれ愛ひろば（９月３日開催）のステージに
出演される団体又は個人を広く町民から募集します。
申込み期限：７月８日（金）まで
申込み先：九重町隣保館（TEL 76-2468）

■日　時：2016年７月27日（水）　19：00～
■場　所：九重文化センター　ホール
■講　演：和太鼓の演奏とトーク
■講　師：障がい者 長崎打楽団　瑞
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第４１回　人権を考える講演の夕べ

第１３回　ふれ愛ひろば参加者募集

　私たちの社会にはたくさんの人々が生活しています。誰一人として同じ人はいませ
ん。いろいろな考えや個性にあふれた社会です。このような多様性を認めあえる社会こ
そが人権を尊重できる社会なのです。人権がますます大切とされる21世紀、今もなお多
くの人権問題は解決されていません。特に、差別意識の解消が大きな課題として残され
ています。
　1986（昭和61）年に地域の人権啓発の拠点、地域のコミュニティーセンターとして九
重町隣保館が開設され、30周年を迎えました。
　人と人のつながり、つながるための対話、そして、人と人が支え合う、「しあわせに
なりたい」みんなに等しく与えられているもの。それが人権。
　みんなが願う輝く明日のために。
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〈2016年　九重町隣保館　テーマ〉



 2016年6月17日　　　　　　隣 保 館 だ よ り　 第360号 （2） 2016年6月17日　　　　　　隣 保 館 だ よ り　 第360号 （3）

　南山田人権・同和問題啓発推進協議会の総会をかわきりに、各地区人・同啓がそれぞれ総会を
実施し、2015年度の事業報告、決算報告や2016年度の事業計画（案）・予算（案）などを審議しまし
た。各地区の内容は下記のとおりです。

2015年度の各地区人権・同和問題啓発推進協議会の総会

南山田人権・同和問題啓発推進協議会
　◆開催日時：2016年４月14日
　◆会　　長：池部　俊慈さん
　◆協議内容：  「広げよう笑顔の輪・地域の絆」をテーマに掲げ「学習内容・学習方法の

工夫改善、学習機会の拡充、関係する機関・団体との連携に努める」を重
点目標に掲げ、人権８課題研修、フィールドワーク、交流会、各種学習
会・研修会・研究大会への参加等を実施する。また、広報を発行する等。

野上地区人権・同和問題啓発推進協議会
　◆開催日時：2016年４月28日
　◆会　　長：若松平八郎さん
　◆協議内容：  基本的人権の自由と平等の精神を培い、同和問題を正しく理解し、差別を

許さない町民を育て同和問題解決を図ることを目的とする。各種学習会・
研修会に積極的に参加し、行政、各小・中・子ども園と連携を取り学習会
や研修会・標語募集等実施し、人権意識の高揚の取り組みを行う。また、
奇数月での学習会の実施等。

東飯田地区人権・同和問題啓発推進協議会
　◆開催日時：2016年５月12日
　◆会　　長：高倉新一郎さん
　◆協議内容：  「人権・同和問題について深く理解し啓発活動の推進に自ら学習を深めて地

域の啓発運動を推進する」を目的に掲げ、各種学習会、研修会に積極的に
参加する、及び人権旬間・人権学習会の行事への参加や視察研修や各種研
修会等に参加、推進委員との交流会を開催する。また、広報を発行する等。

飯田地区人権・同和問題啓発推進協議会
　◆開催日時：2016年５月16日
　◆会　　長：堤　憲一郎さん
　◆協議内容：  基本的人権の自由と平等の精神を培い、同和問題を正しく理解し、差別を

許さない町民を育て、同和問題解決を図ることを目的として、解放学習会
や人権を考える講演の夕べ等の研修会に参加する。小学校人権標語（飯田
高原文化祭）を掲示する。また、各団体に対し学習会を実施する等。

　５月18日（水）に隣保館において大分県人権教育・啓発推進協
議会人権問題研究講師で玖珠町の山本紀子（やまもと　のりこ）
さんを講師にお招きして高齢者の人権で「みんなを乗せて地球は
まわっている」と題して学習会を開催しました。参加者の感想の
一部を掲載いたします。

〇  あいまいに理解していた言葉の意味、定義を改めて学ぶこと
ができ自分の中で整理できた。高齢者の人権、自分におきか
えてみると思いあたるところがあった。気をつける心をもち
たい。

〈隣保館人権学習会を開催しました〉

人権学習会講師　山本紀子さん

九重町人権・同和問題啓発推進
協議会定期総会が開催されました

役員構成
役　職 氏　　　名 所　　　　　属
会　長 若　松　平八郎 野上地区人・同啓
副会長 高　倉　新一郎 東飯田地区人・同啓
副会長 野　上　香代子 九重町女性会議
副会長 古 後 粒 勝 教育長

　５月30日（月）に役場301会議室において第38回九重
町人権・同和問題啓発推進協議会定期総会が開催され
ました。
　すべての町民のみなさんが豊かな自然環境のもと、
平和で一人ひとりの人権が尊重され、幸せに暮らせる
社会を望んでいます。
　そのような社会の実現にむけて、暮らしの中に人権
を尊重する考えを根付かせ、社会の隅々まで習慣とし
て定着させなければなりません。
　本協議会では、これまでの人権啓発の基本となって
いるのは同和問題であり、その成果を踏まえて、差別を許さないという社会意識の醸成を図り
ます。
　また、「九重町人権施策基本計画」を主軸としながら、地域の特性を活かし、同和問題をは
じめとするあらゆる差別の解消にむけて町ぐるみの取り組みを行っていきます。　
　総会終了後には人権講演会として大分県人権教育・啓発推進協議会人権問題研修講師の大久

保和則（おおくぼ　かずのり）さんをお招きし「いま、改
めて「部落地名総鑑」差別事件を問う」と題して講演
を行いました。

挨拶をする若松会長

人権講演会講師　大久保和則さん
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