▼問合せ

生涯学習グループ☎０７９︵４３５︶０５６５

え

ふれあいのまち﹂宣言が行われました︒

ふるさと創生をめざし︑人間尊重の原点に立った﹁共
に生きよう
今年はその宣言からちょうど 周年を迎えています︒
世紀の扉はすでに開かれていますが︑播磨町の人権

教育の基盤となるこの宣言文の意味を改めて考える機
会としたいものです︒

人権尊重「共に生きよう ふれあいのまち」宣言文
平成元年４月 日
ゆかしい歴史と恵まれた自然の中に生きるわたしたちは、
心豊かに幸せな生活をおくりたいと願っています。
そのために、
一人一人がお互いのいのちと人権を大切にし、
共に学び、
仲間としてふれあい、
共感の輪を広げていきます。
ここに、
わたしたちは人間尊重の原点に立ち、
「共に生きよう
ふれあいのまち」を宣言します。
みんなの暮らしにぬくもりがかよいあう明るいまちづくりを
めざし、誇りをもって 世紀の扉をひらくよう努めます。

28

日は人権週間です

周年
あ

平成元年４月 日︑思いやりとぬくもりのある新たな

播磨町の前身である阿閇村誕生１００周年を迎えた

ふれあいのまち﹂宣言

みくる

30

月４日〜

たかた

小中学生人権作文・詩
﹁ともだ ち っ て ﹂
１年

らなくて︑ひとりでいたら︑ともだちがこえをか

こえもかけられなくて︑どうしたらいいのかわか

たけれど︑あたらしいともだちもいて︑なかなか

で︑すごくふあんでした︒ともだちもすこしはい

られるようになりたいです︒なぜなら︑わたしが

や︑こまっているともだちに︑こえをかけてあげ

て︑もうひとつおもうことは︑ひとりでいるこ

ど︑いまはすこしわかってきたきがします︒そし

まえは︑ともだちってよくわからなかったけ

コロコロコロ

佐佐木

﹁サッカーボールとぼく﹂
４年

ぼくのきもちも

イライラしたり

コロコロコロ

蓮池小学校
ボール

うきうきしたり

ぼくのきもち
一人でドリブル
ゴールするのは

サッカーも生きるってことも

一人じゃできないな

みんなでゴールしてみたい

ケンカしていっしょにわらって

だれかにパスしてみようかな

ぼくのイライラうきうきも

パスしてみたらどうだろう

たいへんだ

コロコロかわる

珀日

わたしたちは、
一、 人権意識を高め、あらゆる差別をなくします。
一、 学習をすすめ、正しい生き方を身につけます。
一、 ふれあいを深め、あたたかい人間関係を築きます。

けてくれました︒そのとき︑すごくうれしくてわ

ひとりのとき︑こえをかけてもらえたことがとて

しいなとおもうようになりました︒

くわくしました︒ほいくえんのときは︑だれかと

うにしていきたいとおもいます︒

これからも︑ずっとこのきもちをわすれないよ

もうれしかったからです︒

ひとりでいるほうがおおくて︑なにもおもわなか

いっしょにあそぶのもきらいじゃなかったけど︑

したてのとき︑わたしはあたらしいことだらけ

ほいくえんから︑しょうがっこうへにゅうがく

のしいとおもっていました︒

ってなかったし︑ひとりのほうがじゆうだし︑た

それでも︑べつにへいきだし︑さびしいとおも

か︑わたしはひとりぼっちであそんでいました︒

ぶんのすきなことをしてしまって︑いつのまに

ともだちのしたいこともするけれど︑やっぱりじ

たいことはあんまりたのしくなくて︑ときどき︑

じぶんのしたいことがいちばんで︑ともだちがし

あそぶのもきらいじゃなかったからです︒いつも

のつくりかたがよくわからなかったし︑ひとりで

くいではありませんでした︒なぜなら︑ともだち

ほいくえんのときは︑ともだちをつくるのがと

だちができました︒

に︑にゅうがくしてから︑いまはたくさんのとも

わたしは︑いちねんせいです︒しょうがっこう

播磨西小 学 校

入場無料

30

したり︑そとであそんだりすることがとてもたの

▶プログラム
13：00 開場
13：30 開会行事
（町長挨拶・小中学生人権作文表彰と朗読）
14：00 講演（90分）
15：45 閉会
▶場所
中央公民館大ホール
▶定員
400人
来場者多数の場合、入場をお断りすることがあります。ご了承ください。
駐車場には限りがありますので、できるだけ徒歩か自転車でお越しください。
▶司会進行 ８月の「共に生きよう ふれあいのまち」映画会と同じく、兵庫県立
播磨南高等学校放送部の生徒が担当します
▶問合せ 播磨町教育委員会 生涯学習グループ ☎０７９（４３５）０５６５

ったのに︑いまはともだちといっしょにおえかき

21

﹁共に生きよう

住田 裕子さん（弁護士）

2
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いじめ、いやがらせなどでお悩みの人は、お気軽にご相談ください。
相談は無料で、秘密は守られます。（予約不要） ▶日時 12月２日（月） 13：00〜15：00
▶場所 福祉しあわせセンター ▶問合せ 福祉グループ ☎０７９（４３５）２３６２
「ちからを あわせて むしとりしよう」
おおつき もとなり（蓮池幼稚園 ５歳児）

12月8日（日）
日程

いのちと心」

「変わりゆく社会の中で、守りたい

演題

21

10

講師

町民のつどい」講演会
「こころふれあう

令和元年度

28

「おともだちと さっかーぼーる たのしいな」
よねつ もあな（播磨西幼稚園 ３歳児）

12

特設人権相談を開設

私は偶然テレビで見ていたニュースでその時ち
るだけでいじめや辛い思いをしてしまう︒私も皆

と違う国籍で同じ人間なのに少し違うところがあ

じめられてしまうことの辛さは分かります︒他人

たことがあるからただ外国人ということだけでい

言われたりしたことがありました︒過去に経験し

の文化が違うだけで同じ人間だということを忘れな

は︑違う国で生まれ違う言語を話し︑生活習慣や国

人権に国籍や国境の壁はありません︒私達外国人

れからの社会を共に築くことが大事だと思います︒

じ地域で働く仲間として︑外国人の人権を尊重しこ

す︒でもこういうことが起きる中で︑同じ会社で同

﹁外国人 の 人 権 を 尊 重 し よ う ﹂

ょうど外国人の人権を中心としたニュースが放送
と違う国で生まれて外国人だからいじめを受けて
いでほしい︒

バンデ

されていて気になり見てみました︒
いる外国人がいる︑いじめじゃなくて辛い思いを

アイコ

一つ目の人権問題では︑労働についてです︒賃
している子がたくさんいる︑そういうことを少し

地域生活での人権問題は主に日本語が話せないと

二つ目の人権問題では地域生活についてです︒
れて︑辛い思いをして︑毎日がしんどくても必死

でしたい事も止められて︑差別されて︑いじめら

生まれた場所が違い︑話す言語が違う︑それだけ

私も手伝いたいな
手伝えばいいじゃない

オット

金が安いなど就労の形態や条件などだけで差別さ
でも考えるとすごく心が痛くなり︑諦められてい

いうことだけで医療機関への受診を断られたり︑
に一日一日を過ごしている人がいることを知って

家のことで精いっぱい
自分の時間がなかなかできない

▼問合せ 企画グループ
☎０７９︵４３５︶０３５６

用してほしい︒また︑防災
に関する﹁播磨わくわく講
座﹂も実施している
自治会 蓮池幼稚園の前にグ
リーンベルトが設置されて
いるが︑どのように利用す
るのが正しいのか
行政 通常︑歩行者は右側通
行だがグリーンベルトがあ
ればその上を通っていただ
きたい

それはね、全部私たちのためだよ
毎日私たちのために頑張ってくれている

３年

れていることを知った時すごく外国人への差別が
るような気持になってしまいます︒同じ人間で︑

マンションやアパートの入居や公衆浴場での浴場
ほしいとその時思いました︒外国人というのは少

二つ目は︑外国人に対する誤解や

三つ目は︑外国人の国や文化や習

分

それはね、洗物をしているから
それはね、お風呂掃除をしているから
それはね、ご飯を作ってくれているから
それはね、洗濯物を干してくれているから

ィバスの実現が困難であ
り︑現在はその他の方法も
含めて幅広く検討している
自治会 播磨町がどのような
町かと問われた時︑自信を
持って答えられるものがあ
れば教えてもらいたい
行政 他市町では人口が減少
しているところも多い中︑
微増微減を繰り返してお
り︑住宅地も増え都市化が
進んでいる︒子育て支援や
教育にも力を入れており︑
また︑これまで大きな災害
に見舞われていないことも
１つ の ア ピ ー ル ポ イ ン ト で
ある
自治会 播磨町は災害が少な
く︑多くの住民は比較的安
全なところに住んでいると
いう日常意識があるので︑
日頃から防災に対しての意
識を高めておかなければな
らないのでは
行政 災害から身を守るため
には﹁自助・共助・公助﹂
が大切である︒東日本大震
災の教訓から住宅の耐震化
も重要だと認識している︒
本町では耐震に関する様々
な制度があるのでうまく活

母の手はいつもカサカサ
ハンドクリームをぬっても治らない
なぜなの？どうしてなの？

播磨中学 校

激しいなと思いました︒

の 使 用 が 断 ら れ る と い う ２つ が あ り ま し た ︒ 私 は
し抵抗があるかもしれません︒でも差別せずにど

一つ目は︑広い心で歓迎するとい

いなと思うことは三つあります︒

外国人について私が今後心がけた

すごく大事だと思います︒

れだ け 広 い 心 で 歓 迎 で き る か が 私 は

不思議に思いました︒
どうして日本語という言語を話すことができな
いだけで追い出して受診を断るのか︑私はとても
嫌になりました︒
私にはまだ社会という世界が分からないけど外
国人が来た時のために対応ができるように外国語
れば外国人が来ても受診を断らなくても良いと思
偏見に基づく油断をなくし私達お互

うこと︒

ったし︑外国の方が安心して受診できるようにな
いに尊重しあう意識を少しでも高め

を話せる方を雇ったらいいと思いました︒そうす

ると思いました︒
で外国人だから︑皆と違って日本語を話せないと
慣︑宗教を私達が理解し︑外国人が

るということ︒

いうだけでいじめを受けてしまう子もいるという
持つ価値観や生活習慣などの多様性

三つ目の人権問題は︑教育についてです︒学校

ことです︒
今後更に国際化が進み︑日本にい

を認めてあげるということ︒

籍で外国人というだけで無視されたり陰でコソコ
る外国人居住者が増加すると思いま

私も何度か小さい頃にただ周りの子達に違う国
ソと言ったり︑廊下でよく﹁外国人︑外国人﹂と

人

は︑申請状況や実績などを
みて今後検討したい
自治会 福祉避難所の設置
は︒また︑避難行動要支援
者の個別計画は各自治会で
策定するのか
行政 指定避難所として小学
校などの施設を指定してお
り︑その避難者の中に配慮
が必要な方がいれば福祉会
館やコミセンなどに福祉避
難所を開設する︒個別計画
に関しては︑モデル事業と
して石ヶ池自治会が実施し
ている︒各自治会で要支援
者名簿を取得し︑対象者を
確認していただきたい
自治会 運転免許証を自主返
納する高齢者が増えてきた
が︑町では高齢者の移動手
段についてはどう考えてい
るか︒また自主返納した高
齢者向けにどのような補助
制度があり︑今後どのよう
な対策を検討しているか
行政 運転免許証を自主返納
されると︑希望者に運転経
歴証明書が交付されるが︑
町ではその交付手数料を補
助する制度がある︒移動手
段については︑コミュニテ

「かわいい おはな みつけた！」
はまの つきひ（播磨幼稚園 ４歳児）
母の手がカサカサなのは
みんなのためなんだよ

香弥乃
杉本
播磨中学校

２年
「母の手」

地域の﹁声﹂をまちづくりに 行政懇談会

時

町長・幹部職員が地域に出向き︑町の将来像である
﹁まちが いきいき きらめくはりま﹂の実現に向けて︑
まちづくりに関するご意見︑ご要望などを直接住民か
らお聞きし︑今後の町政に反映させ
ることを目的に開催するものです︒
行政懇談会でいただいた意見の
※
一部を︑抜粋して掲載しています︒

テーマ﹁令和元年度予算について﹂

鹿の川自治会
日

時〜

参加者

行政
― 町長より令和元年
度予算内容︵主要事業な
ど︶について説明
―
自治会 防犯カメラを公園な
どの公共施設に設置する計
画はないか︒また︑補助金
の増額の予定は
行政 野添北公園などの大き
な公園には防犯カメラを設
置している︒補助金の増額

19

45

９月

11

鹿の川公民館

午前

10 28

4
広報はりま 1.12
広報はりま 1.12

5

■開催■

