
お 知 ら せ ト ピ ッ ク
高槻市
◆人権講演会「新ちゃんのお笑い人権高座」
■日　時／３月３０日（土）　１３時～１５時（開場１２時３０分）
■会　場／高槻市立富田ふれあい文化センター　地下大ホール
■内　容／講演「新ちゃんのお笑い人権高座」
講師：露の新治さん（落語家・露の五郎兵衛一門）
■参加費／無料
■定　員／先着200名
■その他／手話通訳あり
■問合せ先／高槻市立富田ふれあい文化センター　
ＴＥＬ：072‐694‐5451　ＦＡＸ：072-694-5453
◆人権講演会事業「心の豊かさを求めて」（予定）
■日　時／６月８日（土）　１４時～１６時（開場１３時３０分）
■会　場／高槻市立生涯学習センター　多目的ホール
■内　容／「風と大地と島を唄う～トーク＆沖縄音楽ライブ～」　
講師：南ぬ風人まーちゃんうーぽー
■参加費／無料
■定　員／先着300名
■その他／手話通訳・保育・要約筆記あり
■企画・運営・問合せ先／一般社団法人高槻市人権まちづくり協会
ＴＥＬ：072－674-7878　ＦＡＸ：072-674-7877
◆平和展（予定）
■日　時／８月８日（木）　９日（金）
■会　場／高槻市立生涯学習センター　１階　展示ホール
　　　　　高槻市立生涯学習センター　２階　多目的ホール
■企画・運営・問合せ先／一般社団法人高槻市人権まちづくり協会
ＴＥＬ：072－674-7878　ＦＡＸ：072-674-7877
◆ヒューマンライツフェスタ（予定）
■日　時／８月１７日（土）１８日（日）　１７時～２１時
■会　場／高槻市立春日青少年運動広場（春日神社横）
■内　容／８月１７日（土）　ミュージックフェスティバル
　　　　　　　１８日（日）　盆踊り
■企画・運営・問合せ先／一般社団法人高槻市人権まちづくり協会
ＴＥＬ：072－674-7878　ＦＡＸ：072-674-7877

か ま え

泉佐野市
◆第１４回泉佐野市人権研究集会
■日　時／３月３日（日）　１３時～１６時３０分（受付１２時30分）
■会　場／「泉の森大ホール」他
■内　容／
全体会（ １３時 ～ １４時３０分 ）

講演「すべての人が幸せ元気に生きる秘訣！～性差も、障がいも、
災害をも超えていく生き方～」　講師：金香百合さん

分科会（１４時４５分～１６時３０分）
第１分科会「高齢者の社会参加」

講演「地域や世代をつなぐ紙芝居～命ある限り社会の一員～」
講師：紙芝居劇むすび＆石橋友美さん（マネージャー）

第２分科会「障がい者と雇用」
講演「障がい者と雇用問題について」　講師：三宅嘉美さん（障
がい者就業・就労サポート協働機構）

第３分科会「いじめ問題」
「“いじめ”から子どもを守ろう」　講師：浦部健一さん（学校支援
コーディネーター）

第４分科会「府民意識調査からみた人権課題と部落差別問題」
講演「府民意識調査からみえてきた部落差別の現状と人権学
習・啓発の課題」　講師：神原文子さん（神戸学院大学人文学部
人文学科教授）

第５分科会「防災と人権」
講演「南海トラフ沿いの超巨大地震の正体と揺れ・津波への備え」
講師：釜江克宏さん（京都大学原子炉実験所附属安全原子力シ
ステム研究センター教授）

人権学習シリーズVol.9「あたりまえの根っこ―社会の意識とわたしの価値観―」

人は社会にあるさまざまな意識や価値観を「常識」「あたり前」として身につけていきま
す。しかし、「常識」「あたり前」の中に差別や人権侵害につながるものが含まれる可能性が
あります。

人権学習シリーズVol.9では、人権概念を構成するものの中から「社会意識」「原因・背
景」を取り上げます。私たちの暮らしの中にある習慣など「常識」「あたり前」とされてきた
ものがどのように培われてきたのか、その根底はどこにあるのかを考え、社会的な意識が
差別や人権侵害につながる場合があることを考えます。

このために、自分の価値観や子どもの権利、同和問題などを取り上げた学習プログラム
を作成しました。

また、プログラムを進める上で必要な基礎知識や考え方を、用語解説や論文などで説明
し、ファシリテーターがプログラムを実践しやすいように配慮をしました。

ぜひ、地域や職域や学校などの人権研修で本書を活用ください。

  内　　　容　
　発刊にあたって
　冊子の構成と使い方　用語解説　
　解説論文
　学習プログラム

　しあわせになりたい！
　子どもとおとな、なにが違う？
　あなたが大切にする人としての中心軸は？
　知ることでつくるゆたかな関係

  体　　　裁　　
　A4版　50ページ
　※冊子が必要な方は下記あてにご連絡ください（ただし、送料はご負担ください。）

  連　絡　先　
　大阪府府民文化部人権室　TEL：０６－６２１０－９２８１　FAX：０６－６２１０－９２８６
　財団法人大阪府人権協会　TEL：０６－６５８１－８６１３　FAX：０６－６５８１－８６１４

ば い か じ び とぅ

第３１回人権啓発詩・読書感想文入選作品表彰式大阪府では…
　大阪府・大阪府教育委員会・人権啓発推進大阪協議会（愛ネット大
阪）では、府民の人権意識の高揚を図るため、府内の小・中学(部)生を
対象に、人権の尊さやお互いの人権を守ること、差別のない明るい社
会を築くことの大切さ、平和の尊さなどを訴えることを内容とする「人
権啓発詩・読書感想文」を毎年夏期に募集し、入選作品の表彰を行っ
ています。
　今年度は、966作品（詩部門 550作品、読書感想文部門 416作
品）の応募があり、その中から23作品の入選作品が選ばれました。２
月１７日（日）には、大阪府立中央図書館ライティホールにおいて表彰
式を行い、続けて、全盲の女性で前例のない様々なチャレンジで話題
の立木早絵さんの講演会とピアノ弾き語りコンサートを行いました。
　なお、入選作品集を作成しましたので、冊子（Ａ５判）をご希望の方は
下記あてにご連絡ください。（部数に限りがあります）
※冊子は無料ですが、送料をご負担ください。

【連 絡 先】 〒５５９－８５５５
大阪市住之江区南港北１－１４－１６大阪府咲洲庁舎３８階
大阪府府民文化部人権室　人権教育・啓発グループ
TEL ０６－６２１０－９２８１　　FAX ０６－６２１０－９２８６

  人権学習シリーズの紹介
人権学習シリーズvol.1～vol.8及び入門ガイドは、人権について学び、考えるための教材として、下記の通り刊行されています。本人権学習
シリーズvol.9と併せてご活用ください。

人権学習シリーズvol.1
『結婚？幸せ』

人権学習シリーズvol.2
『働く』

人権学習シリーズvol.3
『暮らす』

人権学習シリーズvol.9
 『あたりまえの根っこ
－社会の意識とわたしの価値観－』

人権学習シリーズ入門ガイド
『初めてのファシリテーター』

人権学習シリーズvol.4
『ちがいのとびら
   －多様性と受容－』

人権学習シリーズvol.5
『ぶつかる力 ひきあう力
       －対立と解決－』

人権学習シリーズvol.6
『同じをこえて
   －差別と平等－』

人権学習シリーズvol.7
『みえない力
   －つくりかえる構造－』

人権学習シリーズvol.8
『わたしを生きる

－アイデンティティと尊厳－』 
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