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映画「破戒」が公開されています。

「第46回　人権を考える講演の夕べ」を開催します
　全国水平社創立100年の今年、これまでの部落差別解消の取組について改めて学ぶとともに、
近年インターネット上で行われている新たな形の差別など、刻々と変化する私たちを取り巻く人
権の状況について講演いただきます。
■日　時：2022年７月27日（水）　19：00開演　（18：30開場）
■場　所：九重文化センター　ホール
■演　題：「部落差別の現状と課題」～全国水平社創立から100年後の現在～
■講　師：安永勝利氏（部落解放同盟飯塚市協議会 書記長、ふれあいフードバンク飯塚専務理事）
■摘　要：新型コロナウイルス感染状況によっては、規模の縮小や延期、中止等行うことがあり

ます

　1922年の「水平社創立宣言（水平社宣言）」から100年後の今年、部落差別という社会問題をテー
マとして、島崎藤村が1906年に発表した長編小説「破戒」が60年ぶりに３度目の映画化され、
全国公開されています。
　大分県では、７月８日よりＴ・ジョイ パークプレイス 大分（大分市）で上映されています。
映画を通じて、人権・部落差別を考える機会としてみませんか。
　映画の内容、上映期間・スケジュールは、下記ホームページや２次元コードからご確認下さい。

８月は「部落差別等あらゆる不当な差別をなくす運動月間」です
　1965年８月、「同和問題は人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障
された基本的人権にかかわる問題である。」、「早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的課
題である」とうたった同和対策審議会答申が出されました。これを機に、大分県では答申が出さ
れた８月を『差別をなくす運動月間』と定めており、今年度より名称を「部落差別等あらゆる不
当な差別をなくす運動月間」に改称し、取り組んでいます。

九重町では、「水平社宣言・部落差別・松本治一郎」のパネル展を開催します
■期　間：2022年８月１日（月）～８月31日（水）　８：30～17：00（平日のみ）
■場　所：九重町役場１階ロビー

　瀬川丑松（主人公）は自らが被差別部落出身ということを隠して、地元を離れ、小学校
の教員として奉職する。彼はその出自を隠し通すよう、父から強い戒めを受けていた…あらすじ

「破戒」ホームページ
「http://hakai-movie.com/」

Ｔ・ジョイ パークプレイス 大分
「https://tjoy.jp/t-joy_parkplace_oita」
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　昨年度から始まった小学６年生の隣保館学習
では部落差別について学んでもらいながら、自
分の人権についても考えてもらう取り組みを行っ
ています。
　今年度は町内の６つの小学校全てが隣保館を
訪れることになり、子どもたちは人権のパネル
やデイサービスの作品などを実際に見ながら、
じっくりと隣保館の事業や人権について学ぶ時
間となっています。

隣保館学習「差別らくがきから考える私たちの人権」を行いました！隣保館学習「差別らくがきから考える私たちの人権」を行いました！

　新型コロナウイルス感染症の影響が世界的、長期的に続く中、様々な形で偏見や差別が生まれています。
また、ロシアによるウクライナ侵攻が長期化し、子どもや高齢者といった社会的に弱い立場の人たちの
生命や人権の危機的状況が続いています。
　家族や身近な人と一緒に人権や平和について考え、話しあいながら作品をつくり、応募することで、
応募した人も作品を見る人も、みんなで学び合うためのコンテストを開催します。
対象者
　九重町内に在住の方、または九重町に通勤・通学等をしている方が応募できます。
作品募集のコース
①「ぬくもりフォト」コース
　　心がほっこりしたり、ぬくもりを感じられる作品を募集します。お一人3点までの応募が可能です。
②「感謝の手紙」コース
　　日常の家庭生活、学校・職場やグループ活動、地域の方との関わりなどの中で感じた「感謝の気持ち」
や「人と人とのつながり」について考えたことなどを手紙やエッセイにしてご応募ください。

　　お一人１点のみの応募が可能です。
③「人権と平和について考える人権川柳・標語」コース
　　人権や平和にまつわる日々の雑感を川柳または標語にしてご応募ください。
　　お一人3点までの応募が可能です。
応募方法
　二次元コード・九重町のホームページからアクセスできる専用応募フォームから応募していただくか、
または応募作品と必要事項を記入した応募票を封書にて九重町隣保館へお送りください。
※写真を応募していただいた際は主催者側で印刷したものを審査いたします。
　印刷の状態（発色、明暗等）についての責任は負いかねます。ご了承ください。
※応募票、コースごとの様式データは九重町ホームページからダウンロードできます。
表彰　○優秀賞（各コース　３点）
　　　○入賞　（各コース　若干数）
　　　受賞された方には追って連絡させていただきます。
副賞　優秀賞の受賞者には副賞（３,000円相当のクオカード等）を贈呈します。
応募先・お問合せ　
　〒879-4601　大分県玖珠郡九重町大字右田3088-2　九重町隣保館内
　人権作品コンテスト係　Tel：0973-76-2468　Fax：0973-76-2446

～　写真・手紙（エッセイ）・川柳（標語）　３部門　～
第３回 コロナに負けない 家族と話そう 人権作品コンテスト

応募締切
10/７必着

　特に、子どもたちが事前学習で感じた疑問や授業中の質問は思わずはっとさせられるものも多く、隣
保館職員も改めて学習を行う機会となっています。
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月　　日 行　事　名
７月22日（金） 子どもふれ愛ひろば（子育て交流センター）
７月26日（火） 歌声サロン
７月27日（水） カラフルタイム
７月27日（水） 人権を考える講演の夕べ
７月28日（木） ハッスルシルバーズ（たけのこ会）

７月29日（金） 子どもふれ愛ひろば
（野矢坂上地区放課後児童クラブ）

月　　日 行　事　名
８月 １日（月） 編み物教室
８月 ２日（火） パワーアップ教室
８月 ４日（木） ハッスルシルバーズ（つばき会）
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16日（火） 編み物教室
８月18日（木） ハッスルシルバーズ（コスモス会）

◇これからの行事◇ 【月・木は人権相談日】

～九重町隣保館で、パソコン教室を開講します。～～九重町隣保館で、パソコン教室を開講します。～パ ソ コ ン 教 室 生 徒 募 集パ ソ コ ン 教 室 生 徒 募 集
お 知 ら せ

☆開催時間　午後７時～午後９時30分（２時間30分）、日程は表のとおり
　　　　　　（日程は天候等により変更になることがありますが、その場合は事前にお知らせします。）
☆募集人数　Ａ入門、Ｂ初級・応用　各コース７人程度（先着順とさせていただきます。）
☆受 講 料　無料（ただし、テキスト代は受講生負担です。テキストをお持ちの方は持参してください。）
☆使用機器　各自が所有しているパソコンを使用します。（貸出用パソコンもありますが、台数に限りがあります。）
☆内　　容　進捗状況をみながら臨機応変に進めていきます。
☆申込方法　電話にて、氏名、連絡先、希望するコース（Ａ・Ｂ両コース申込可）・パソコンの有無とOSをお知

らせください。
☆申込期間　７月25日（月）～８月１日（月）、午前８時30分～午後５時まで

隣保館カラフルタイム開催隣保館カラフルタイム開催 ７月27日（水）９時30分～11時00分（送迎はありません）

　カラフルタイムは様々な活動を通して、人権について学び、交流することを目指しています。今回は、障
がい者軽スポーツ“フライングディスク”をします。参加される場合は申込みが必要ですので、７月26日（火）
までに隣保館（76－2468）までお電話ください。
※マスク、室内シューズ、飲み物、タオルは各自でご準備ください。

回数 月日（曜日） 内　容（予定） 備　考

Ａ　
入　
門

Ａ　
入　
門

１  ８月24日（水） パソコンの基礎、環境設定、文字入力練習　

●  随時、文字入力など基
本を復習しながら進み
ます。

●  要望によってはタブ
レットやスマホなどの
使用法も可能です。

●  インターネットの人権
問題についての学習講
座も予定しています。

２  ８月31日（水） 文字入力練習、インターネットの基礎

３  ９月 ６日（火） 文字入力の基本、案内文書作成、飾り文字の挿入

４  ９月13日（火） 案内文書作成、グラフィックの挿入、印刷

５  ９月21日（水） インターネットの基本、ファイルのダウンロード、各種SNSの利用体験、
YouTube閲覧などの体験

６  ９月28日（水） はがき作成レイアウト設定、テキストボックス・イラストの挿入

７ 10月 ５日（水） エクセル体験、表作成、計算式の挿入、復習

Ｂ　
初　
級　
・　
応　
用

Ｂ　
初　
級　
・　
応　
用

８ 10月12日（水） 日検３級程度の案内文書作成（グラフィック・表の使用）
●  実践的な文書作成やエ

クセルでの簡単な関
数・グラフ作成などの
基本を習得します。

●  インターネットを使っ
たフリーソフトの使用
や素材を使います。

●  インターネットの人権
問題についての学習講
座も予定しています。

９ 10月19日（水） アプリを利用しての名刺作成（ダウンロード、イラスト）
SNSの利用、Web会議の体験

10 10月26日（水） 案内文書作成、印刷

11 11月 ２日（水） エクセルの基本操作、関数の挿入

12 11月 ９日（水） 家計簿の作成、決算書の作成

13 11月15日（火） エクセルでの関数の使用、グラフ挿入、復習

14 11月23日（水）
祝日

写真の取り込み・保存、写真の編集、スライドショーの設定
はがき（年賀状）作成、印刷、復習




