
                

 第１４６号（2015年5月２９日） 

ふ れ あ い 
発行所：鳥取県人権教育推進協議会（県人教） 

    〒６８０－０８４６ 鳥取市扇町２１ 県立人権ひろば２１ふらっと内 

     電話：０８５７（２２）０５７８  FAX：０８５７（２２）０５９３ 

                               発行者  松井 満洲男 
 
 
今 年 は 節 目 の 年  
            鳥取県人権教育推進協議会 会長 松井 満洲男 
 五月晴れの空の下、各地で運動会が開催され、明るい子どもたちの歓声に何となく気持ちがほっとします。 

さて、今年は何かにつけ節目の年だとよく言われます。終戦から７０年。当時小学校２年生だった私は今で

も８月１５日のことをはっきりと覚えています。楽しい運動会がいつまでも続けられるような社会づくりを願

うものです。 

 また今年は、同和対策審議会答申から５０年になります。いまだに差別が解消されていないことを考えると、

今一度答申された内容を振り返ってみる必要があると思います。 

 もうひとつ節目の年につけ加えると、今年は｢人権尊重社会を実現する鳥取県研究集会｣が４０回を迎えます。

先人たちの築き上げた集会を更に一歩前進させるためにも、県民皆様のご支援とご協力を切に願うものです。  

 

 

 

 去る４月２２日に倉吉体育文化会館において今年度の県人教の評議員会（総会）を開催し、昨年度の事業及

び会計決算の報告等と本年度の事業計画及び予算について審議・承認されました。以下、２０１５年度の活動

目標および事業計画について報告いたします。  

＜活 動 目 標＞                      

○｢人権尊重社会を実現する鳥取県研究集会｣の開催     

○市町村人(同)推協等との連携    ○学校教育との連携   

○（公社）全国人権教育研究協議会との連携及び｢全国人権・同和教育研究 

大会｣への支援・協力、参加      ○調査活動の充実 

○中国ブロック県人・同教との連携及び｢中国ブロック研究大会｣への参加 

＜事 業 計 画＞ 

１．第４０回人権尊重社会を実現する鳥取県研究集会の開催 

 ○期日  ２０１５年８月７日（金） 

 ○会場  全体会場   とりぎん文化会館 梨花ホール 

分科会場   とりぎん文化会館 小ホール 他８会場 

○主催   鳥取県人権教育推進協議会 

第４０回人権尊重社会を実現する鳥取県研究集会実行委員会   

 ○日程  9:00     9:45                      11:50      13:10                          16:00 

 受付 全体会（開会行事・講

演） 

昼食・移動 分科会（4分科会 ９分散会） 

○参加資料代 1，500円    

○参加規模  2，000人  
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～報 告～ ２０１５年度 県人教 
｢評議員会(総会)｣開催  



研究集会開催に向けて ～事務局では今～ 

２．市町村人（同）推協及び関係機関団体との連携強化 

      ○情報交換機関としての役割 

・県人教だより「ふれあい」の発行（年数回程度）            

・市町村人（同）推協等の活動状況調査のまとめ 

・市町村人（同）推協等発行の啓発資料などの収集及び紹介 

・全人教ニュース等の紹介 

  ○市町村主催人権・同和教育研究集会（市・町民集会）との連携 

 ○「市町村人権教育行政関係者及び人権・同和教育推進協議会関係者研修会」の開催 

・会場  中部地区    ・時期  ３月上旬を予定 

３．学校・就学前教育との連携 

 ○学校人権教育・人権（同和）保育との連携（全人教研究大会の報告、実践記録の執筆等） 

 ○高等学校東部・中部・西部地区同和教育研究会との連携 

４．（公益社団法人）全国人権教育研究協議会との連携 

 ○委員会、総会等への参加 

 ○第６７回全国人権・同和教育研究大会（長野大会） 

   期日 ２０１５年１１月２１日（土）～２２日（日）   

    テーマ「信州発！そのあとに続くすべての世代のために」 

          会場  全体会場；ホワイトリング（長野市） 

分科会場；長野市を中心に２２会場 

参加資料代  ５，０００円  

県内報告   ２報告派遣予定 

全人教実践報告協力者  ３人派遣              （長野大会パンフより） 

○教育課題別研究会 ～創る つながる きり拓く～ 7月３０日(木) 愛媛県西条市 

○「豊かな人権教育の創造」実践交流会  ８月４日(火） 京都市 

５．中国ブロック県人・同教との連携 

○第８回中国ブロック人権・同和教育研究大会 （島根大会） 

○島根県人権教育夏期講座  ８月 安来市  

○第１３回島根県人権教育研究大会  2016年２月１０日（水）益田市人権総合福祉センター    

６．調査活動      

○市町村人（同）推協等の活動状況調査とまとめ（冊子にまとめ各市町村同推協等に配布） 

○第６７回全国人権・同和教育研究大会（長野大会）の開催に伴う諸調査 

○その他必要事項を随時調査 

７．会誌の発行   

○「人権問題学習その実践」第２４集（発行予定 ３月中旬） 
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５月の連休明けから企画運営委員会、実行委員会、基調提案作成委員会、開催地実行委員会等を立て続け

に開催し、研究集会の骨格部分（日程、担当者等）がほぼ出来上がりました。６月に入ると、いよいよ基調

提案内容、報告内容、討議方法などについて具体的に協議していきます。また、集会運営要項の検討やポス

ター作製、討議資料作成などの諸準備を次々と行っていきます。報告者や講演をしていただく講師の方々に

も討議資料の原稿作成をお願いしているところであり、順次提出していただけると思います。 

  昨年度から一日開催となりました。限られた時間ではありますが、内容の深い研究集会になるよう開催地

実行委員会とも力を合わせ、準備万端で当日を迎えたいと鋭意努力しているところです。加盟団体、後援団

体、参加者の皆様とともに力を合わせ、人権尊重社会の実現に向かって前進していきたいと思います。 

 



 

５月１５日（金）～１６日（土）長野市の長野中央隣保館で研究企画

委員会及び第７回定時総会が開かれました。研究企画運営委員会で

は、２０１５年度全人教の研究課題について協議しました。研究課

題は全人教の広報誌「月刊同和教育『であい』６月号」に掲載され

ます。また、第７回定時総会では、前年度事業や収支決算の報告・

承認、全人教役員の承認などがありました。代表理事には三重県同

教の桒原成壽（くわはらなりひさ）さんが再選されました。 

また、総会の折に今年度開催予定の研究会等についていくつか資

料をいただきました。主な研究会等は次の通りですが、県人教事務

局へお問い合わせくだされば、わかる範囲で情報を提供したいと思

います。  

 

◎全人教後援による全国の研究会 

   ・第４２回九州地区人権･同和教育夏期講座  ８月１８日（火）～１９日（水）長崎県佐世保市  

・第６２回四国地区人権教育研究大会     ７月  ２日（木）・  ３日（金）徳島県徳島市 

   ・第３３回阪奈地区人権・同和教育研究交流会９月１１日（金） 大阪府大阪市 

   ・部落解放研究第４９回全国集会     １１月１０日（火）～１２日（木）大分県別府市 

   ・部落解放第４７回東日本研究集会     ７月  ２日（木）～  ３日（金）群馬県みなかみ町 

   ・第４０回部落解放・人権西日本夏期講座  ６月２５日（木）～２６日（金）岡山県岡山市 

   ・部落解放第５９回全国青年集会     １０月１０日（土）～１１日（日）福岡県福岡市 

   ・部落解放第４７回全国高校生集会    １０月１０日（土）～１１日（日）福岡県福岡市 

   ・部落解放第６０回全国女性集会      ５月１６日（土）～１７日（日）広島県福山市 

   ・第３８回全国人権保育研究集会   2016年１月３０日（土）～３１日（日）高知県高知市 

   ・第３０回人権啓発研究集会     2016年２月  ４日（木）～  ５日（金）大阪市  

《全人教賛助会員（個人）の募集》   ※問い合わせ・申込は県人教事務局へ 

１、趣旨・・・全人教の目的に賛同し、全人教の教育運動や財政的基盤の確立を賛助する。 

  ２、個人会員の種類・・・賛助会員、広報誌賛助会員の 2種類 

     （賛助会員）会費は年間３，０００円、会員証あり、広報誌「月刊同和教育『であい』」送付 

全人教主催各種事業（研究大会を除く）への割引参加、全人教出版物の割引購入 

     （広報誌賛助会員）会費は年間１，８００円、広報誌「月刊同和教育『であい』」送付 
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～紹介～（公益社団法人）全国人権教育研究協議会総会 

＜市町村の活動紹介＞ 倉吉市人権絵本作成委員会 2014  

絵本の題名：「おばあちゃんになった私」 （２０１５年３月３１日発行） 

「目が覚めると、私はおばあちゃんになっていた。」で始まる、おばあちゃんと小学生の私が入れ替わるス

トーリー。おばあちゃんになった私は、「朝早く目が覚める。」「からだが、なかなか動かない。階段も、ゆっ

くりゆっくり。」「言われたこともよく聞こえない。」・・・。反対に、私になったおばあちゃんは「料              

理上手でおやつを作ったり、お手玉をしたり、大活躍。」・・・。 

高齢者の人権をテーマに、入れ替わることをとおして、相手の立場になって考

えるきっかけづくりになることと思います。さて、あなたはどちらの立場になっ

てこの本をお読みになるでしょうか。 

この絵本は、倉吉市人権絵本作成委員会（発行：倉吉市役所人権局）から届き

ました。今回で１３作品目。バックナンバーを探してみると新しい発見があるか

も。なお、絵本については、公共の図書館等でお尋ねください。 

 

 



２０１５年度鳥取県人権教育推進協議会役員 

  ※2014（平成 26）年度～2015（平成 27）年度の２ヵ年です。    

 ＜お知らせ＞ 

昨年まで５年間勤務さ

れた岡﨑周治局長がご自

身の都合により退職され

ました。 

４月より上島和彦次長

が局長となり、後任として

古田久憲が次長として着

任しました。 

県人教事務局が新体制

でスタートしています。今

後ともよろしくお願いし

ます。  

                             

                          ホームページを 

下記に移動しました！ 

 

                        http://torikenjinkyou.sakura.ne.jp/ 

                                         に移動しました。 

※ 2015.1.15 までの「県人教だより」 

しか表示されないものは、旧のホーム

ページです。よろしくお願いします。  

 

“ふれあい”に関するご意見を 

お寄せください。お願いします。 

 

 

 

役 員 名  前 所     属 

顧 問  宇山  眞 前鳥取県人権教育推進協議会会長 

会 長  松井満洲男 鳥取市人権教育協議会 

副会長  内田 信義 米子市人権・同和教育推進協議会 

〃  森本満喜夫 倉吉市同和教育研究会 

〃  中村 勝治 境港市人権教育推進協議会 

〃  中田 幸雄 部落解放同盟鳥取県連合会 

理 事   鎌谷 良憲 若桜町同和教育推進協議会 

〃  山下 一郎 琴浦町人権・同和教育推進協議会 

〃 森安  保 伯耆町人権教育・啓発推進協議会 

〃 石上 良夫 部落解放同盟鳥取県連合会 

〃  澤田 裕二 鳥取県高等学校人権教育研究会 

〃  星見 伸子 鳥取県国公立幼稚園教育研究会 

〃  石田 信広 鳥取県人権保育連絡会 

会計監査  国岡  宏 智頭町同和教育推進協議会 

〃  土海 孝治 湯梨浜町人権教育推進協議会 

 

事 

 

務 

 

局 

 

局 長 

 上島 和彦  

 

次 長 

 古田 久憲  

 

書 記 

 西尾美恵子 
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“ふらっと“お寄りください 

県人教が入っている「鳥取県人権ひろば２１ 

ふらっと」には、人権図書やビデオ・ＤＶＤがた

くさんあります。人推協や企業等の研修に活用さ

れる方はもちろん一般の方も、ふらっと訪れて、

本や展示物を手に取っておられます。 

この入り口に「交流スペース」があり、毎月テ

ーマを決めて展示がされています。５月のテーマ

は「ユニバーサルデザイン（UD）｣。 

ユニバーサルデザイン

は、だれにとっても利用し

やすいように製品や環境

をデザインし、すべての人

が暮らしやすい社会を目

指しています。 

 ６月の展示は鳥取聾学校写真部の作品です。 

http://torikenjinkyou.sakura.ne.jp/

