＜人権カレンダー＞（4 月～１０月）
◆

４月

＜人権協会（無料）相談のご案内＞

１０～１６日 女性週間
３０日 ホロコースト記念日

人権あれこれ相談

第 2 次大戦開始後のナチス・ドイツに
よるユダヤ人大虐殺。

◆

◆

◆

５月 児童福祉月間
１日 国際労働者デー
１～ ７日 憲法週間
３日 憲法記念日
世界報道自由デー
５～１１日 児童福祉週間
１５日 国際家族デー
６月

８月

◆

９月

◆１０月

総 合 福 祉 相 談
ＣＳＷ（地域支援相談員）の有資格者がご相
談に応じます。 健康・医療・障がい・経済・
生活基盤…
様々な問題を一緒に検討し、
解決への糸口を探ります。

-２０２２.５.1-

令和４年度啓発活動重点目標（法務省人権擁護局）

啓発活動重点目標の趣旨：新しい令和の時代、コロナ差別や児童虐待、インターネット上で他人を誹謗中傷
したりする等の差別や人権侵害が急増しています。まずは、互いの違いを認め合い、相手の気持ちを考え、
思いやることのできる心を育むことが大切です。人権問題を誰かの問題ではなく、自分の問題として捉え、
人権を尊重することの大切さについて、理解と参画を得ながら考えていただけるよう、啓発活動を展開しま
す。
＜令和４年度（上期）イベント他事業活動予定＞
■憲法週間啓発

４月２８日（木）～ ５月９日（月）に横断幕と公用車にステッカー貼付を行います。

専用電話：
090-6980-5532（ショートメール可）

進路選択支援相談
奨学金をはじめ、お子様の進学（進学後も含
む）に関する教育資金の調達方法、その他に
ついて
ご相談に応じます。

２９日 核実験に反対する国際デー
高齢者保健福祉月間
障がい者雇用支援月間
発達障がい者福祉月間
８日 国際識字デー
１０日 世界自殺予防デー
１０～１６日 自殺予防週間
２１日 国際平和デー

■市民まつり
５月中旬（中止になりました）
■愛・いのち・平和展 於：キックス
※（写真は 2019 年のものです）
７月２２日（金）２３日（土）午前１０時～午後４時
☆今年もみんなが楽しめるようなイベントを、企画中です。
■市民サロン展示

※いずれのご相談も、
市役所５階「人権協会」にて
秘密厳守で承っています。
ひとりで悩まず、気軽に
ご相談ください。

部落差別調査等規制等条例啓発月間
精神保健福祉月間
１日 国際高齢者デー
１～７日 法の日週間
全国労働衛生週間
２日 国際非暴力デー
１０日 世界メンタルヘルスデー
１７日 貧困撲滅の国際デー

＜編集後記＞
コロナ、コロナで２年経ちました。先日、久しぶりに
電車に乗ったら、あまりの混雑状況に驚きました。み
んなでルールを守り、コロナウイルス感染が早く収束
し、活気あふれる世の中になってほしいものです。
2022.5.1

思いやりとぬくもりのある人権尊重のまちづくり

ｖｏｌ. １８

「誰か」のこと じゃない。

外国人労働者問題啓発月間
男女雇用機会均等月間
就職差別撤廃月間
１日 人権擁護委員の日
４日 侵略による罪のない幼児
犠牲者の国際デー
１２日 児童労働反対世界デー
１９～２５日 ハンセン病を正しく理解
する週間
２０日 世界難民の日
２２日 らい病予防法による被害者
の名誉回復及び追悼の日
２３～２９日 男女共同参画週間
２６日 国連憲章デー

７月 社会を明るくする運動月間
１日 更生保護の日
１～７日 全国安全週間

◆

人権問題のみに限らず、身の周りの様々な
問題について、
「どこに相談したら良いか判
らない」
「どんな選択肢が考えられるか判ら
ない」等の場合も、
一緒に検討し、
ご相談に応じます。

人権協会だより

（53-1111 内線５７５・５７７）

７月１日（金）～８月１５日（月）
☆展示テーマ「（仮）平和と人権について」
■「夏休み子ども人権シアター」 ８月２０日（土）
☆前回は、「怪盗グルーのミニオン大脱走」を上映しました。今年の上映作品は検討中です。
■「夏休み平和施設見学会」
８月中旬

☆２０１９年は、パナソニックエナジー社と八尾市立リサイクルセンターの見学会を実施しま

した。今年も見学会を企画検討中です。（詳細及び応募方法は市広報７月号でお知らせする予定です）
発行・編集：河内長野市人権協会
〒586-8501 大阪府河内長野市原町１－１－１

（河内長野市役所 5 階

人権推進課内）

電話 0721-53-1111（内線 575・577） FAX 53－1955

http://www.kawachinagano-jinken.join-us.jp
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■「共に生きるまちづくりをめざして」
（啓発映画上映会）
９月２４日（土）

於：キックス

☆今年の上映作品は、「こんな夜更けにバナナかよ」開催の可否を含め現在検討中です。
※ここに記載の予定は、新型コロナウイルス感染拡大状況等により変更になる場合があります。
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＜令和 3 年度（下期） 事業実施状況＞
■市民サロン啓発展示（１１月１日～１２月１７日）
「コロナ差別を許さないまち宣言」
「特集：感染症の歴史」
「コロナ差別事例」
「子ども人権平和ポスター展」「SDGｓ」
「水平社創立 100 年」
「外国人の人権」
「人権三法」等の解説やポスターを展示。
■人権週間啓発活動（１１月２６日～１２月１３日）
・河内長野・三日市町両駅前ロータリーに啓発横断幕を設置、市の公用車にマグネットステッカーを貼付。

＜人権問題トピックス

その２＞

■２０２２年は水平社（全国水平社）創立１００年です

（写真:世界人権宣言大阪連絡会議のポスター）

駅前ロータリー（横断幕と幟）

マグネットステッカー

水平社は１９２２（大正１１）年３月３日、京都市内の公会堂で開い
た創立大会で、結成されました。水平社（全国水平社）とは、いわゆる
被差別部落の人々が差別と貧困からの解放を求めて結成した自主的大
衆的な部落解放運動の全国的な団体です。結成の中心となったのは奈
良県御所市の青年たちでした。
西光万吉(さいこうまんきち)氏の起草した水平社宣言は、人は尊敬さ
れるべきとの考えでつらぬかれ「人の世に熱あれ、人間に光あれ」とむ
すばれた格調の高いヒューマニズム思想に包まれています。人間の尊
厳、自由・平等の理念に基づいていっさいの差別・抑圧と闘い、部落出
身者だけでなくすべての人間の解放を目ざすことを明らかにし、日本
で最初の人権宣言といわれています。
（参考：小学館 日本大百科全書(ニッポニカより）

■「人権を考える市民の集い」（１１月２７日、ラブリーホール）参加者：６４名
テーマ：笑いの世界の平等性 講師：落語家 桂 勢朝氏

■ウクライナに平和を

■「子ども人権・平和ポスター展」キックス開催（１２月３～４日）来場者８９名
・参加学校（学年）
：石仏小学校（５年）
、小山田小学校（２年）、楠小学校（３年）、高向小学校（２年）
、
長野小学校（５年）
、三日市小学校（５年）、西中学校（１年）
・・・全４７３作品

■「子ども人権・平和ポスター展」公民館開催（令和３年１２月１４日～令和４年２月１５日／公民館毎に別日程）

天野公民館

加賀田公民館

高向公民館

千代田公民館

■相談部会研修「旧菅野家・大石順教尼記念館」
（１２月９日）参加者：１１名
（大石順教尼が両腕をなくした後の生き方と、障がい者の復帰事業への貢献
を学びました）
□「共に生きるまちづくりをめざして」映画上映会（令和 4 年１月２２日、キックス）
（新型コロナウイルス、変異株急拡大の対策のため、中止になりました）
■南河内人権啓発推進大会
・推進大会（令和 4 年３月３日、オンライン開催）参加者：５名
テーマ：「自殺防止について～現状を知り、地域での取り組みを考える～」
■生活情報展（令和 4 年３月４～５日、ノバティホール）
・テーマ「つなげよう未来へ 伝えよう正しい情報」
（人権協会は、SDGｓとコロナの影響等のポスター展示を実施しました）
□指導者研修（新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、中止になりました）

2022.5.1

人権協会だより

(vol.18)

-2-

三日市公民館

2022 年２月２４日、平和の祭典であるはずの北京オリンピックが
閉会した直後、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻という暴挙が始ま
りました。子どもや市民が犠牲になっているだけでなく、住宅や核施設
への攻撃がなされています。さらには、核兵器による威嚇まで行ってい
ます。国連では、かつてない１４１の国による非難決議が採択されるに
至りました。
河内長野市議会では、２０２２年３月１日に「ロシアによるウクライ
ナへの侵攻を厳しく抗議する決議」を全会一致で可決するとともに、島
田智明市長がロシア連邦のプーチン大統領に抗議書を送っています。そ
して、３月８日市民交流センター（キックス）1 階のロビーに、
「ウク
ライナの平和を願う献花台」を、河内長野市国際交流協会、河内長野市
人権協会、河内長野市の共同で設置しました。献花台パネルには、ウク
ライナと河内長野市の交流の写真が貼られ、平和や笑顔でいられること
の尊さを訴えています。またポストイットによるメッセージの添付も実
施しました。
軍事侵攻は、最大の人権侵害です。特に女性や子どもたちが犠牲にな
ることがないように、国際社会が連帯して支援し、一刻も早くウクライ
ナに平和が戻るよう、一人一人は非力ですが私たちに出来ることは何か
を考え、実行して行きたいと思います。

＜新型コロナウイルス感染症に関連した差別を許さないまち宣言＞

河内長野市と河内長野市人権協会は

「コロナ差別を許さないまち」
を共同宣言しました！ (2020.10.16)

１．互いに認め合い、思いやり、市民全員で感染症に打ち勝ちましょう！
２．正しい情報と知識による冷静な行動で、人とのつながりを大切にしまし
ょう！
３．生活を支えてくれるすべての人たちに感謝し、応援しましょう！
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