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２０１６年（平成２８年度）度活動報告 

 

事業内容 実施月日 

１ 人権パネル展 

  「勇気の人 杉原千畝」 

   ～６０００人の命を助けた外交官～ 

  杉原千畝の生誕の地、岐阜県加茂郡八百津町の特産品を販売 

   来場者 3,032名（野崎観音会館） 

   平成28年熊本地震災害義援金 87,891円 

5月 

1 ～4日 

２ 憲法週間記念事業 

  憲法週間記念のつどい  

  ○大阪国際大学准教授 谷口 真由美さん講演会 

   「憲法のはなしでっせ～もっと知って憲法を～」 

  ○アンサンブル・サビーナのオープニングコンサート 

    来場者597名 （サーティホール大ホール） 

    平成28年熊本地震災害義援金 35,507円  

5月13日 

３ 市民・会員交流フィールドワーク 

  杉原千畝記念館（岐阜県加茂郡八百津町） 

    39名参加  会員新規加入2名 
7月29日 

４ 市民まつり啓発活動 

 ○人権啓発ネットワーク大東の活動紹介パネル展示等 

 ○啓発物品（メモ帳）の配布（1,000冊）、物品販売 

9月18日 

５ 非核平和事業 

 親と子で平和を考えるつどい 

 ○平和バスツアー参加者報告 ・平和パネルの展示 

 ○アニメ映画『対馬丸－さようなら沖繩－』の上映 

   来場者127名（キラリエホール２）会員新規加入3名 

9月22日 

６ 気づきからつながるあなたとわたし～２０１６市民じんけん講座～ 

  （市民会館２階２０２会議室） 延べ137名参加  

①逃げ遅れる人々（福島原発事故と障害者の問題） 

ＮＰＯ法人ケア・ステーションゆうとぴあ理事長 鈴木 絹江さん 

②「ヘイトスピーチ」と向き合う～傷に寄り添い、ともに生きる！～ 

朝鮮学校と民族教育の発展をめざす会・京滋（こっぽんおり）事務局長 さとう 大さん                      

③日本とブータンのハッピネス！？～多数者と少数者の現状と将来～ 

大阪産業大学人間環境学部文化コミュニケーション学科教授 

   リングホーファー マンフレッドさん 

④ＬＧＢＴの現状と未来 

ゆめのたねラジオパーソナリティー 中尾 勇守さん 

⑤部落問題と向き合う私たち 

石井 眞澄さん・石井 千晶さん 

 

 

① 

10月12日 

② 

10月19日 

③ 

10月26日 

④ 

11月2日 

⑤ 

11月9日 

７ 役員・常設委員交流フィールドワーク 

  和泉市立人権文化センター及びガラス細工工場の見学 

    22名参加 

11月10日 
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８ 人権週間記念事業 

 ○人権週間街頭啓発 

  街頭啓発の実施 ＪＲ住道・野崎・四条畷各駅周辺 

  四條畷学園高校吹奏楽部ミニコンサート（ＪＲ住道駅前デッキ） 

○人権週間記念のつどい（サーティホール大ホール） 

   新垣 勉 トーク＆コンサート 

   ～オンリーワンの人生を大切に～ 

   来場者985名  

   会員新規加入4名 ＮＷ活動募金18,144円 

12月2日 

 

 

12月9日 

 

 

 

９ 成人式啓発活動  

  啓発物品（メモ帳）の配布（1,000冊） 
1月9日 

10 人権啓発指導者養成講座 

～「気づき」「学び」を「まちづくり」へ～ 

えふらぼ ファシリテーター 栗本 敦子さん 

①「わたし」を大切にしたファシリテーション 

②「あなた」とのよりよいコミュニケーション（中止） 

③「みんな」で考える人権    

参加者延40名 新規加入 1名 

① 

2月15日 

② 

2月22日 

③ 

3月1日 

11 ヒューマンコンサート （サーティホール多目的小ホール） 
２０１７ヒューマンコンサート 

安土 明中子（あづち みなこ）トーク＆コンサート 

テーマ：いのち ～命の種は未来の花～  

参加協力金１枚500円 来場者190名（チケット配布246枚） 

市民主体による実行委員会形式で事業を実施 

実行委員会 7回開催 ＮＷ活動募金 7,500円 

実行委員会が主体となって演者の選定、交渉等を実施 

2月24日 

12 地域集会  ＤＶＤ『ここから歩き始める』の上映と懇談」 

7/14  中垣内自治区 

8/6  明美の里自治区 

8/19  西諸福自治区 

8/30  楠の里第一、第二、第三自治区 

9/6  津の辺自治区 

9/8  泉町自治区 

9/9  氷野自治区 

9/28  野崎第一自治区 

9/30  南新田自治区 

10/7  錦町自治区 

10/12  朋来一丁目自治区 

10/14  北条第三自治区 

10/19  北新町自治区 

10/20  北灰塚自治区 

10/28  谷川自治区 

10/29  龍間自治区 

11/2  深野五丁目自治区 

11/4  新田自治区 

11/7  東諸福自治区 

11/8  大野自治区 

 

11/10  北条第二自治区 

11/11  北条第一自治区 

11/14  御領自治区 

11/16  太子田自治区 

11/18  平野屋自治区 

11/19  南郷町自治区 

11/21  栄和町自治区 

11/25  三箇自治区 

11/26  寺川自治区 

12/3  御供田北自治区 

1/21  緑が丘自治区 

1/27  深野四区自治区 

2/10  灰塚南自治区 

2/17  末広自治区        

2/23  住道南部自治区 

2/24  赤井自治区  

 

36箇所 38自治区、1,109名参加 

（前年より2会場,、2自治区、141名増) 
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13 広報活動       

機関誌「ぬくもり」の発行 

8月 第6号（1,500部） 

11月 第7号（1,500部） 

3月 第8号（52,800部作成し,全戸配布を実施） 

記事内容：本会加入団体の活動・事業を紹介、 

会員募集、実施した啓発活動の報告、 

ホームページ：機関誌、会員申込書、事業の紹介 

14 総会・役員会等 

○総会 

  ・講演会：「障害者差別解消法の施行にあたって」  

講 師：松波めぐみさん（公益財団法人 世界人権問題研究センター専任研究員） 

○役員会（2回） 

  ①研修会：「認知症初期集中支援チーム事業について」 講師：高齢支援課 中山靖子さん 

  ②研修会：人権啓発ＤＶＤ「あなたに伝えたいこと」鑑賞 

○幹事会（5回） 

   今までの活動、今後のあり方、会員の拡大、事業ＰＲの強化について意見交換を行い、今後

さらに市民主体で活動を実施していくこと、啓発活動の検証を行うことを決めた。 

○企画委員会（10回） 

   主な活動：事業計画の内容の検討、講師・演者、テーマの決定 

○広報委員会（10回）  

   主な内容：記事の取材、機関誌の編集・発行、事業活動の広報 

○地域啓発委員会（5回） 

   主な活動：地域集会のＤＶＤ、テーマの決定、地域集会の実施、市民まつり啓発 

 

4月22日 

 

 

10月18日 

3月16日 

 

5月26日    

他 

 

4月5日    

他 

5月12日    

他 

4月11日    

他 

 

15 北河内人権啓発推進協議会関係 

○総会      ○役員会 

○編集委員会議 （1名参加）  

  啓発冊子「障害者差別解消法を知ろう！」を各市５５０部配布 

○企画運営委員会議（1名参加） 

○役員・事務局研修会等  3回 

  (1)講演会 講師部落解放同盟大阪府連合会執行委員 表西 貴文さん（4名参加） 

演題 「部落問題における最近の傾向について」（交野市立ゆうゆうセンター） 

  (2)フィールドワーク 阪神・淡路大地震記念人と防災未来センター（2名参加）  

   (3)行政職員研修  

演題 災害と人権～一人ひとりを大切にした被災者支援をめざして～ 

    （一般財団法人ダイバーシティ研究所 代表理事、復興庁 復興推進参与） 

      田村 太郎（たむら たろう）氏（7市全体で79名参加）（大東市立市民会館） 

○トップ研修会 講師 龍谷大学法科大学院 教授 金 尚均 氏（7名参加） 

   講演「ヘイトスピーチ解消法について」（門真市保健福祉センター）         

○七市啓発事業 

  (1)市民啓発事業 拉致問題啓発講演会 「夢と絆」(四條畷市市民総合センター） 

    講師 蓮池 薫（新潟産業大学経済学部准教授） 

    オープニングミニコンサート フルート＆オカリナ奏者 田伐 マリ子 

 (2)市民啓発事業 ダ・カーポ トーク＆コンサート(枚方市市民会館）    

 

4月14日 

5月31日 

他 

3月29日 

4月14日 

 

 

11月2日 

2月7日 

 

 

 

8月31日 

 

 

9月17日 

 

 

12月8日 

 

 


