
東飯田小学校5年生が隣保館に来館

 2016年7月15日　　　　　　隣 保 館 だ よ り　 第361号 （4）

未来を担
にな

う
清らかな心　輝く瞳

その笑顔のままに

生き生きと伸び伸びと走れ

未来を走る　君たちは　

私たちの宝物
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2016年 ７月号

第361号 

月　　日 行　事　名

８月 ２日（火） 陶芸教室
８月 ４日（木） デイサービス事業（たんぽぽ会）
８月 ５日（金） 生け花教室
８月12日（金） 飯田ふれあいサロン
８月15日（月） 編み物教室
８月16日（火） パソコン教室
８月17日（水） ストレッチ体操教室

月　　日 行　事　名

７月18日（月） 編み物教室
７月20日（水） ストレッチ体操教室
７月21日（木） デイサービス事業（すずらん会）
７月25日（月） 第２回子どもふれ愛ひろば
７月27日（水） 第41回人権を考える講演の夕べ
７月28日（木） デイサービス事業（ひまわり会）
７月29日（金） 歌声サロン
８月 １日（月） 編み物教室

◇これからの行事◇ 【月・木は人権相談日】

※Ａコース（入門編）
□対象者
・これからパソコンを始めたい人。
・ 文字入力練習やパソコンの基礎を習得
したい人。
・ パソコンを使用してインターネットや
メールなどの体験を学びたい人。
・ワードを学びたい人。

□開催日程  ８日間（火曜日）
　８／16．23．30
　９／６．13．20．27　　10／４

※Ｂコース（応用編）
□対象者
・ パソコンのインターネットを使用して、い
ろいろなサービスの体験を学びたい人。
・ブログなどの作成を学びたい人。
・ エクセル・ワードを学びたい人。

□開催日程  ８日間（火曜日）
　10／11．18．25
　11／１．８．15．22．29

★開催時間　両コースとも午後７時～９時30分（１回　２時間30分の講座）
★定　　員　両コースとも10人程度（先着順とさせて頂きます。）
★受 講 料　無料（ただし、テキスト代は受講生負担です。）
★使用機材　各自が所持しているパソコン（ＸＰは使用不可）を使います。
★申込方法　希望するコース（Ａ，Ｂ両コース申込も可）を隣保館へ連絡してください。
★申込期限　８月１日（月）～８月５日（金）（午前８時30分より午後５時まで）
★問合せ先　九重町隣保館（℡ 76－2468）

パソコン教室 生徒募集
九重町隣保館において、パソコン教室を２つのコースに分けて次のとおり開催しますので生徒を募集します。

隣保館開設30周年記念式典及び、第13回ふれ愛ひろばを開催します。

テーマ：「輝
かがや
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あ
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す

のために ～つながり・語
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あ

い・支
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あ

う～」

日　時：2016年９月３日（土）10：00～　

場　所：九重町隣保館（雨天時は屋内開催）



 2016年7月15日　　　　　　隣 保 館 だ よ り　 第361号 （2） 2016年7月15日　　　　　　隣 保 館 だ よ り　 第361号 （3）

お  知  ら  せ

夏休み「子どもふれ愛ひろば」を開催します
　子どもたちに隣保館のことを知ってもらうために、昨年に続き、下記により楽し
く「子どもふれ愛ひろば」を開催いたします。
　夏休みの思い出づくりに、隣保館で楽しい時間を過ごしてみませんか。

東飯田小学校の児童が隣保館に来館しました 「人権８課題」を知っていますか
人権について８つの課題があると考えています。

人はみな、かけがえのない存在であり、様々な個性や可能性を持っています。
そして、誰もが「一人の人間として自分らしく生きる」権利を持っています。

　６月27日（月）東飯田小学校５年生18名が災害時の避難所につ
いて学習するために隣保館を訪問しました。
　まず、隣保館横に設置されている災害時用資材倉庫内に保管し
ている灯光器や発電機、簡易トイレなどを見学しました。
　その後、災害時に避難所となる隣保館３階和室（教養娯楽室）
で、災害発生時の九重町の対応や４月16日発生の熊本・大分地震
では午前３時に九重町隣保館、九重町保健福祉センター、飯田公
民館、野上公民館、南山田公民館の５か所を避難所として開設し
たことや、４月16日～５月８日の23日間の避難者数が延べ711
人（隣保館144人）等の説明を受け、避難所について学習し、防災
等の大切さを聞いて意識を高めました。

５年生が「災害時の避難所」についての研修

　６月22日（水）に東飯田小学校２年生26名が、生活科の授業の一
環として、学校周辺の商業施設や公的施設、工場などを訪問して
見学することにより子どもたちに、地域の人や施設に関心を持た
せることを目的とした「まちたんけん」で隣保館を訪問しました。
　最初に隣保館の各部屋を見学し、２階の展示室で熊谷館長のあ

いさつの後、隣保館を調べる担当の児童より、「ど
うして外側の壁が青いのですか」や「ここには職
員が何人いますか」、「隣保館はどういう仕事です
か」などの質問があり、館長の説明を熱心に聞い
ていました。

２年生の生活科「まちたんけん」

③子どもの人権
子どもを大人の都合に合わせようと
するのではなく、次世代を担う子ど
もたちが権利の主体であることを認
めましょう。いじめや不登校、虐待
などは重大な問題です。

④女性の人権
「男は仕事、女は家庭」という固定的
性別役割分担意識にとらわれず、女
性と男性が対等のパートナーとして
尊重しあう社会づくりが必要です。

⑤障がいのある人の人権
障がいのある人には、就労やバリア
フリーが問題となっています。障が
い者が地域で生き生きと生活し、自
分らしく生きていけるように、様々
な分野での支援が必要です。

⑥外国人の人権
国際化が進み、日本で生活する外国
人が増えています。人種や宗教その
他の違いにより、習慣やマナーは当
然異なります。相互の理解を認めあ
うことから始まります。

⑦医療をめぐる人権
感染症や難病に対する偏見は、社会
的な差別や排除の原因となります。病
気を正しく理解し偏見や差別をなく
しましょう。

⑧その他の人権
プライバシーの保護、犯罪被害者や
その家族の人権、ネット社会の人権
問題、性同一性障がいの人々等の人
権が社会の課題となっています。

②高齢者の人権
一般に65歳以上を高齢者と呼びま
す。経験豊かな高齢者が、生きがい
を持って暮らしていけるよう、家族
や地域社会で支えましょう。

明治時代以降も昔の身分に基づく差
別が残り、一定の地域の住民やその
子孫に対する社会的不平等が残され
てきた、「部落差別」といわれる社会
問題です。

①同和問題

【日　時】 ７月25日（月）
　　　　 午前10時30分～12時
【場　所】 九重町隣保館　屋内
【内　容】 アニメビデオ・折り紙・歌・紙芝居等（おやつ付）

九重町では「人権８課題」パネル展を開催します。

■期　間：2016（平成28）年８月１日（月）～７日（日）
■場　所：九重町役場　１階ロビー

８月は、大分県「差別をなくす運動月間」です。
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お  知  ら  せ

夏休み「子どもふれ愛ひろば」を開催します
　子どもたちに隣保館のことを知ってもらうために、昨年に続き、下記により楽し
く「子どもふれ愛ひろば」を開催いたします。
　夏休みの思い出づくりに、隣保館で楽しい時間を過ごしてみませんか。

東飯田小学校の児童が隣保館に来館しました 「人権８課題」を知っていますか
人権について８つの課題があると考えています。

人はみな、かけがえのない存在であり、様々な個性や可能性を持っています。
そして、誰もが「一人の人間として自分らしく生きる」権利を持っています。

　６月27日（月）東飯田小学校５年生18名が災害時の避難所につ
いて学習するために隣保館を訪問しました。
　まず、隣保館横に設置されている災害時用資材倉庫内に保管し
ている灯光器や発電機、簡易トイレなどを見学しました。
　その後、災害時に避難所となる隣保館３階和室（教養娯楽室）
で、災害発生時の九重町の対応や４月16日発生の熊本・大分地震
では午前３時に九重町隣保館、九重町保健福祉センター、飯田公
民館、野上公民館、南山田公民館の５か所を避難所として開設し
たことや、４月16日～５月８日の23日間の避難者数が延べ711
人（隣保館144人）等の説明を受け、避難所について学習し、防災
等の大切さを聞いて意識を高めました。

５年生が「災害時の避難所」についての研修

　６月22日（水）に東飯田小学校２年生26名が、生活科の授業の一
環として、学校周辺の商業施設や公的施設、工場などを訪問して
見学することにより子どもたちに、地域の人や施設に関心を持た
せることを目的とした「まちたんけん」で隣保館を訪問しました。
　最初に隣保館の各部屋を見学し、２階の展示室で熊谷館長のあ

いさつの後、隣保館を調べる担当の児童より、「ど
うして外側の壁が青いのですか」や「ここには職
員が何人いますか」、「隣保館はどういう仕事です
か」などの質問があり、館長の説明を熱心に聞い
ていました。

２年生の生活科「まちたんけん」

③子どもの人権
子どもを大人の都合に合わせようと
するのではなく、次世代を担う子ど
もたちが権利の主体であることを認
めましょう。いじめや不登校、虐待
などは重大な問題です。

④女性の人権
「男は仕事、女は家庭」という固定的
性別役割分担意識にとらわれず、女
性と男性が対等のパートナーとして
尊重しあう社会づくりが必要です。

⑤障がいのある人の人権
障がいのある人には、就労やバリア
フリーが問題となっています。障が
い者が地域で生き生きと生活し、自
分らしく生きていけるように、様々
な分野での支援が必要です。

⑥外国人の人権
国際化が進み、日本で生活する外国
人が増えています。人種や宗教その
他の違いにより、習慣やマナーは当
然異なります。相互の理解を認めあ
うことから始まります。

⑦医療をめぐる人権
感染症や難病に対する偏見は、社会
的な差別や排除の原因となります。病
気を正しく理解し偏見や差別をなく
しましょう。

⑧その他の人権
プライバシーの保護、犯罪被害者や
その家族の人権、ネット社会の人権
問題、性同一性障がいの人々等の人
権が社会の課題となっています。

②高齢者の人権
一般に65歳以上を高齢者と呼びま
す。経験豊かな高齢者が、生きがい
を持って暮らしていけるよう、家族
や地域社会で支えましょう。

明治時代以降も昔の身分に基づく差
別が残り、一定の地域の住民やその
子孫に対する社会的不平等が残され
てきた、「部落差別」といわれる社会
問題です。

①同和問題

【日　時】 ７月25日（月）
　　　　 午前10時30分～12時
【場　所】 九重町隣保館　屋内
【内　容】 アニメビデオ・折り紙・歌・紙芝居等（おやつ付）

九重町では「人権８課題」パネル展を開催します。

■期　間：2016（平成28）年８月１日（月）～７日（日）
■場　所：九重町役場　１階ロビー

８月は、大分県「差別をなくす運動月間」です。
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2016年 ７月号

第361号 

月　　日 行　事　名

８月 ２日（火） 陶芸教室
８月 ４日（木） デイサービス事業（たんぽぽ会）
８月 ５日（金） 生け花教室
８月12日（金） 飯田ふれあいサロン
８月15日（月） 編み物教室
８月16日（火） パソコン教室
８月17日（水） ストレッチ体操教室

月　　日 行　事　名

７月18日（月） 編み物教室
７月20日（水） ストレッチ体操教室
７月21日（木） デイサービス事業（すずらん会）
７月25日（月） 第２回子どもふれ愛ひろば
７月27日（水） 第41回人権を考える講演の夕べ
７月28日（木） デイサービス事業（ひまわり会）
７月29日（金） 歌声サロン
８月 １日（月） 編み物教室

◇これからの行事◇ 【月・木は人権相談日】

※Ａコース（入門編）
□対象者
・これからパソコンを始めたい人。
・ 文字入力練習やパソコンの基礎を習得
したい人。
・ パソコンを使用してインターネットや
メールなどの体験を学びたい人。
・ワードを学びたい人。

□開催日程  ８日間（火曜日）
　８／16．23．30
　９／６．13．20．27　　10／４

※Ｂコース（応用編）
□対象者
・ パソコンのインターネットを使用して、い
ろいろなサービスの体験を学びたい人。
・ブログなどの作成を学びたい人。
・ エクセル・ワードを学びたい人。

□開催日程  ８日間（火曜日）
　10／11．18．25
　11／１．８．15．22．29

★開催時間　両コースとも午後７時～９時30分（１回　２時間30分の講座）
★定　　員　両コースとも10人程度（先着順とさせて頂きます。）
★受 講 料　無料（ただし、テキスト代は受講生負担です。）
★使用機材　各自が所持しているパソコン（ＸＰは使用不可）を使います。
★申込方法　希望するコース（Ａ，Ｂ両コース申込も可）を隣保館へ連絡してください。
★申込期限　８月１日（月）～８月５日（金）（午前８時30分より午後５時まで）
★問合せ先　九重町隣保館（℡ 76－2468）

パソコン教室 生徒募集
九重町隣保館において、パソコン教室を２つのコースに分けて次のとおり開催しますので生徒を募集します。

隣保館開設30周年記念式典及び、第13回ふれ愛ひろばを開催します。
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日　時：2016年９月３日（土）10：00～　

場　所：九重町隣保館（雨天時は屋内開催）


