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多津美中学校区人権学習推進委員会 会長 岡本 憲一  

事業計画 

のぼり旗 

看板 

帽子 

啓発活動や講演会、地域イベントでも大活躍！ ポケットティッシュ 

多津美中学校区啓発キャラクター 

  こころ 

着ぐるみ 

研修視察 

９月９日（日） 徳島方面 『あいぽーと徳島』 

推進委員学習会 

①障がい者支援 ひだまりいろ文化祭参加 １１月２６日(月)～１２月１日(土) 

②福田中学校区人権学習推進委員会 役員交流会 １月２７日(日) 

人権教育講演会 

◎多津美公民館主催 

第１回 ８月２４日(金)１３:３０～１５:００ 

 『岡山弁再発見』 青山 融 先生(岡山弁協会会長) 中止 

第２回 １月１８日(金)１３:３０～１５:００ 

 『わたしのエクアドル物語』 平松 あい子 先生(岡山県生涯学習センター社会教育主事) 

◎多津美中学校・多津美中学校ＰＴＡ主催 ６月２日(土)１０:００～１１:２０ 

 『夢に向かって～一歩を踏み出すために～』 近藤 麻理 先生(関西医科大学 看護学部 教授) 

◎天城幼稚園・天城幼稚園ＰＴＡ主催 ６月９日(土)９:３０～１１:３０ 

 『幼・小の子どもを育てる～私が大切にしていること～』 

 吉岡 勉 先生(倉敷科学センター主任科学指導員・前倉敷市立天城小学校校長) 

◎天城小学校・天城小学校ＰＴＡ主催 ６月２３日（土）９:５０～１１:１０ 

 『子どもの学びに灯をつける』 松畑 熙一 先生（前中国学園大学学長） 

◎帯江小学校・帯江小学校ＰＴＡ主催 １１月１０日(土)１０:３５～１１:４５ 

 『夢を追いかけて 地球を走る』 貝畑 和子 先生(ウルトラマラソンに挑戦する市民ランナー) 

◎帯江幼稚園・帯江幼稚園ＰＴＡ主催 １１月１７日(土)１０:００～１１:３０ 

 『たっぷり愛して 自己肯定感』 隅田 浩美 先生(岡山県親育ち応援学習プログラム ファシリテーター)   

①天城学区民ふれあい大会 ９月３０日(日) 中止 

②多津美中学校区青少年を育てる会親睦大会 １１月１７日(土) 

③帯江学区子ども会「なんでもフェスタ」 １１月２５日(日) 

④障がい者自立支援施設「ぽけっと」との交流会 １１月２９日(木) 

⑤天城学区ウォークラリー ２月１７日(日) 

ふれあい・交流活動 

◎人権広報紙 『優』 ３９号 １０月発行 ４０号 ３月発行 各６,７００部 

◎人権週間 中学校区内の９事業所にカルタ・ポスター・標語の展示 

◎街頭キャンペーン １２月９日(日) 帯江学区・天城学区の１箇所ずつで人権啓発ティッシュの配布 

◎人権啓発グッズ のぼり旗・看板の設置、ティッシュ配布、イベント『こころ』出演 

広報・啓発活動 

この度は、西日本豪雨により被災された皆様に 

心からお見舞い申し上げますとともに 

１日も早く復旧することをお祈りいたします。 

※一部中止(９月現在) 

 平成３０年度は、推進委員学習会を２回とし、新たに福田中学校区人権学習推進委員会様と役員交流会 

を計画しています。他中学校区推進委員の皆様の活動を知り、また意見の交換を行い、今後の活動に生かし、 

人権活動がより一層良い活動になるよう努めます。 

お詫び 
誠に勝手ながら、平成３０年８月２４日（金）に予定しておりました、多津美公民館主催 

『第１回人権教育講演会』を中止いたしました。楽しみにしていただいた皆様には、 

お詫びとともに、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。 

◎人と人学(倉敷公民館主催) ７月３日(火)ほか４回 

◎人権学習推進委員交流会 ７月７日(土) 中止 

◎イキイキ人間学(市民学習センター主催) ７月１９日(木)ほか４回 

◎倉敷市人権問題講演会 ８月５日(日) 中止 

研修会等 

◎岡山県人権教育研究大会 ８月２１日(火) 

◎人権学習推進委員会会長連絡会 １０月５日(金) 中止 

◎ふれあい人権フェスティバル(倉敷市主催) １０月６日(土) 

◎全国人権・同和教育研究大会 １１月１７日(土)～１８日(日) 

 平素は、人権学習推進委員会の運営に、ご協力とご理解を賜り、誠にありがとうございます。 
 

３０年度、引き続き会長に就任いたしました岡本です。どうぞよろしくお願いいたします。 
 

 さて、今年は７月６日に起きた大雨により、今まで経験したことのない災害が発生しました。 
 

亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、被災された方々には、お見舞いを申し上げます。 
 

被災後、真備町には、多くのボランティアの方々が入り、炎天下、大変な作業を行っていただきました。 
 

地元倉敷の方々をはじめ、日本各地からたくさんの応援をいただき、あらためて人々の温かさやありが 
 

たさを痛感しました。困った時には、助け合い、お互いを思いやり、応援をする。そこに今回、本当の人権 
 

学習を見たように思います。 
 

 人権学習推進委員会は、今後も住みやすく、穏やかな地域を目指して活動を継続いたします。 
 

皆様方には、引き続きのご理解とご協力をお願い申し上げます。そして、一刻も早い、被災地の復旧、 
 

復興をお祈りいたします。 

 

就任のあいさつ 



　

役　員

会　長 岡本　憲一 多津美中学校区青少年を育てる会会長 副会長 髙橋　武良 天城小学校ＰＴＡ

副会長 尾上　和英 学区青少年を育てる会帯江小学校支部 副会長 長瀬　和雄 帯江中央公民館協議会

副会長 浮田　敬之 学区青少年を育てる会天城小学校支部 副会長 髙橋　　勝 天城学区コミュニティ協議会

副会長 杉原　光明 多津美中学校ＰＴＡ 監　査 井澤　憲享 帯江学区子ども会連絡協議会

副会長 林　　和樹 帯江小学校ＰＴＡ 監　査 島田　政幸 天城学区子ども会連絡協議会

推進委員 白神　通史 人権擁護委員（多津美中学校区） 江口　喜代子 天城学区婦人会

兼堀　文男 天城学区社会福祉協議会 野田　征子 もめんの会

羽田　一郎 学区青少年を育てる会帯江小学校支部 鎌倉　文位 倉敷分区保護司会

阿部　義行 帯江地区民生委員児童委員協議会 田口　辰一郎 倉敷分区保護司会

岡本　武義 藤戸地区民生委員児童委員協議会

天城学区交通安全対策協議会
稲田　起一 元多津美中学校区人権学習推進委員会会長

村上　文子 帯江地区主任児童委員 三宅　輝雄 元多津美中学校区人権学習推進委員会会長

猪股　秀樹 藤戸地区主任児童委員

前多津美中学校区人権学習推進委員会会長
小松　賢治 元多津美中学校区人権学習推進委員会会長

杉原　　剛 帯江地区老人クラブ連合会 福崎　俊貴 帯江幼稚園ＰＴＡ

角名　則男 天城学区老人クラブ連合会 那須　稔晶 天城幼稚園ＰＴＡ

小比賀　浩二 交通安全協会帯江支部 中野　敬士 天城子育て支援センター（天城保育園）

八田　道広 交通安全協会藤戸支部 遠藤　弘子 多津美中学校

藤原　勝稔 帯江学区交通安全対策協議会 浅原　真由美 帯江小学校

稲田　ゆかり 帯江学区交通安全母の会 片岡　琢雄 天城小学校

石原　千鶴 帯江学区愛育委員会 綾野　邦子 帯江幼稚園

中島　篤子 天城学区愛育委員会 船越　節子 天城幼稚園

事務局

事務局長 三宅　俊行 多津美公民館・館長 会　計 下里　　綾 多津美公民館・指導員

林　　伸明 多津美中学校・教諭 庶　務 谷口　成美 多津美公民館・指導員

浅野　忠義 帯江小学校・教諭 西田　野乃花 多津美公民館・臨時職員

茅野　和之 天城小学校・教諭

淺原　好博 倉敷公民館・主任

土家　健裕 倉敷公民館・啓発指導員
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平成３０年度 多津美中学校区人権学習推進委員名簿 
人権教育講演会 

～ 感想(保護者) ～ 

・ 先生の常識に捉われない考え方、見習うところがたくさんありました。いかに自分

が常識に捉われ、その考えを子どもに押し付けてしまっているか、反省しました。 
 

・ 先生の”楽しさ”のパワーをたくさんいただきました。何よりこの場を先生が楽しま

れている姿が素敵でした。大人が子どもの手本になることが大切と思い、私自身も

日々学び、楽しむ姿勢を大切にしていきたいと思いました。 

６月２３日(土) 天城小学校 

前中国学園大学学長 

松畑  熙一 先生 

子どもの学びに灯をつける 

～ 感想(児童) ～ 

・ 松畑さんは、家が焼けてしまったと言っていました。でも、そこから大学

の先生になったと言っていて、とてもすごいなと思いました。私も祖母が

亡くなったことをきっかけに、医者になりたいという夢ができました。松畑

さんのように諦めずに頑張ろうと思いました。 
 

・ 答えがあるものを答えるのではなく、新しい納得させられる答えをだ

すということがもっと大切だということが分かりました。 

  

～ 感想 ～ 

 幼稚園で学ぶことは、全て小学校へつながるので、『今の時間を無駄

にしないでほしい』と言われていました。体験し気付くことで、言葉が頭に

入りやすくなり、国語を学ぶことに繋がるということ。 

 子どもにしてほしいことを、まず自分が一生懸命やってみる。自分が変

わらないと子どもも変わらない。グサッときました。その為には、まず私がこ

れまでの行動や考え方を変える必要があるのだと感じました。 

６月９日(土) 天城幼稚園 

倉敷科学センター主任科学指導員・前倉敷市立天城小学校校長 

吉岡  勉 先生 

幼・小の子どもを育てる ～私が大切にしていること～ 

６月２日(土) 多津美中学校 

関西医科大学 看護学部 教授 

近藤  麻理 先生 

夢に向かって一歩を踏み出すために 

・ 印象に残ったことは、「日本の常識は世界の非常識」ということです。確かに言

葉も違えば食べ物や宗教、考え方も違う。だけど同じ人間として、命を大切に懸

命に生きてるということは変わらないんだと思いました。 
 

・ 外国の人々の貧しい暮らしや工夫した生活をみて、今自分がどれだけ良い生

活や環境で暮らせているか、改めて感じることのできる話だった。 
 

・ 特に心に残った話は、ムヒカさんの話です。「命より高価なものはない」という言

葉がとても印象に残っています。だからこの先、命を大切にしようと思いました。 

～ 感想(生徒) ～ 

・ 自分の人生は自分で考えるということ。いくら他人に相談しても、

最終的に決めるのは自分なんだと思いました。もう少し自分の人生

の大切さについて考えてみたいなと思いました。 

 

多津美公民館にて、総会を開催しました。今年度は、新任１１名を含む総勢４３名の推進委員で活動いたします。 

6月3日(日) 多津美中学校区 総会 

多津美中学校区 テーマ・重点課題 

会 議 事務局会 ５月１１日(金) 役員会 ①５月１７日(木) ②９月２３日(日) 総会 ６月３日(日)  

１年間よろしくお願いいたします 


