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２０１５（平成２７）年度 事業実績 

業名および事業内容 実施月日 

１．人権パネル展 

  東日本大震災から４年 私たちは忘れない 

  ゆめ風基金作成のパネルの展示 

  被災地域の障害者団体の支援物品を販売 

  来場者 ２，１９０名（野崎観音会館） 

5月1日 

 ～4日 

２．憲法週間記念事業   

  憲法週間記念のつどい  

  『いのち紡ぎ 愛はぐくみ 平和をつなぐ』 

  大島花子 with 笹子重治 トーク＆デュオ 

コンサート  来場者６７３名  

（総合文化センター大ホール） 

5月8日 

３.人権啓発指導者養成講座 

「気づき」「学び」を「まちづくり」へ 

講師：HEAL ホリスティック教育実践研究所 所長 金 香百合 

   参加者 延２４名  

5月27日 

 ～29日 

４.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『焼跡の、お菓子の木』の上映   

（45 分）  (やけあとのおかしのき)  

  来場者１０５名 （大東市立市民会館 キラリエホール２） 

8月22日 

５.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 

   啓発物品（メモ帳）の配布（９００冊） 

9月13日 

６.市民向け人権啓発講座  

気づきからつながるあなたとわたし～２０１５市民じんけん講座 

 （市民会館２階 202 会議室） 延べ１６５名参加 

①  当事者の若者が語る「部落問題の今」  

  一般社団法人コアプラス代表 武田 緑さん 

②  少年犯罪で息子を奪われた母の想い   

  少年犯罪被害当事者の会代表 武 るり子さん 

③であいなおしと表現と。ことばを人生の味方に 

  詩人・ＮＰＯ法人こえとことばとこころの部屋 

  （ココルーム）代表 上田 假奈代さん 

④被虐待の淵を生き抜いて～人が人にあたらない社会を目指して～ 

  一般財団法人 児童虐待防止機構理事長 

  ・株式会社イージェット代表取締役 島田 妙子 

⑤ 排除や差別のない社会に向けて～障害者差別解消法と私たち～ 

   公益財団法人 世界人権問題研究センター専任研究員  

 松波めぐみさん 

①10月 

14日 

 

②10月 

21日 

 

③10月 

28日 

 

④11月 

4日 

 

⑤11月 

11日 
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７.市民・会員交流フィールドワーク学習会 

  役員・常設委員交流フィールドワーク  

  舳松人権歴史館（堺市堺区協和町２丁 61-1） 

  （堺市立人権ふれあいセンター１F） 

  ２０名参加  

11月12日 

８．人権週間記念事業                 

 ・人権週間記念のつどい 

  ダ・カーポ トーク＆コンサート 

  ～野に咲く花のように～ 

  （総合文化センター大ホール） 

  来場者１，１１１名   

当会への募金２７，６７８円   

 ・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） 

12月10日 

 

 

 

12月4日 

９．成人式啓発活動  

  啓発物品（メモ帳）の配布（１，０００冊） 
1月11日 

１０．ヒューマンコンサート  

  ２０１６ヒューマンコンサート ちひろ トーク＆コンサート  

  「鈴と、小鳥と、それから私、 みんなちがってみんないい 」 

    （金子みすゞの心を歌う） 

  来場者 １６８名 （総合文化センター多目的小ホール） 

  参加協力金 ５００円、当会への募金８，４０５円 

  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 ５回開催  ネットワーク新規加入６名  

  実行委員会が主体となって演者の選定、交渉等を自主的に実施  

2月26日 

１１．地域集会      

ＤＶＤ『秋桜の咲く日』の上映と参加者との懇談」 

8/21 氷野自治区       11/19 栄和町自治区 

8/25 泉町自治区       11/20 北条第一自治区 

8/26 楠の里第一,第二,第三自治区 11/21 錦町自治区  

9/18 野崎第一自治区     1/24  三箇自治区 

10/14 朋来一丁目自治区   1/27  寺川自治区 

10/15 北条第三自治区    12/4  御供田北自治区 

10/16 南新田自治区     12/11 西諸福自治区 

10/22 北灰塚自治区     12/12 東諸福自治区 

10/30 谷川自治区      1/7   明美の里自治区 

10/31 深野中自治区     1/16  緑が丘自治区 

11/5 北条第二自治区    1/29  深野四区自治区 

11/6 新田自治区      2/4   大野自治区 

11/10 御領自治区      2/10  中垣内自治区 

11/11 太子田自治区     2/12  南灰塚自治区 

11/12 津の辺自治区        2/19  赤井自治区 

11/13 平野屋自治区        2/25  住道南部自治区 

11/18 北新町自治区     2/26 末広自治区 

         34 箇所 36 自治区 968 名参加(1 箇所,2 自治区、123 名増) 
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１２．機関誌の発行 

 機関誌「ぬくもり」の発行 

 ７月 第 3 号（1,500 部） 

１２月 第 4 号（1,500 部 

＋人権週間記念のつどい 1,000 部） 

 ３月 第 5 号（52,800 部作成し、 

全戸配布を実施） 

機関誌愛称を募集し、愛称を「ぬくもり」に決定。

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 

１３．北河内人権啓発推進協議会 

○ 総会       

○ 役員会 

○ 編集委員会議 （1 名参加） 

  人権ポケットブック「子どもと人権」11,000冊作成（各市1570冊配布） 

○ 企画運営委員会議 

○ 役員・事務局研修会等  ３回 

(1)講演会 講師 奥山 和弘さん 

 演題 『しか』から『でも』へ～男女共同参画～途中の一歩～（3名参加） 

(2)フィールドワーク 「青洲の里と大久保まちづくり館」（2名参加）32 名 

(3) 行政職員研修    演題 「LGBT の現状と未来」  

   講師 元高校教師 枚方市立留守家庭児童会室職員 中尾 勇馬さん 

（3名参加） 

○ トップ研修会 講師 近畿大学・人権問題研究所主任教授 北口 末広さん 

  演題 ～「同和対策審議会」答申５０年をふまえて～（6名参加）85 名 

○ ７市啓発事業 

 （１）市民啓発事業  恒久平和を願う市民のつどい  (寝屋川市） 

     講演：鳥越俊太郎 「ニュースの職人が考える戦争と平和」 

 （２）市民啓発事業 第 20 回 ひと･愛･コンサート (門真市） 700 名 

  講演：俳優 中西 和久 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ吹奏楽団、太鼓集団「魁」 

 

4月15日 

4月15日 

2月22日 

 

3月28日 

 

4月15日 

 

1月29日 

1月26日 

 

 

8月5日 

 

 

7 月 11 日 

 

12月4日 

１４．役員・常設委員・会員研修会の開催・参加 

(1)総会記念講演  講師 川村義肢株式会社代表取締役 川村 慶 

 

(2)役員・常設委員・会員研修会 DVD「ある精肉店のはなし」上映 ３３名 

 

 

 

2015年 

3月30日 

2016年 

3月15日 
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１５．総会・役員会等 

○ 役員会（２回） 

 

○ 幹事会（７回） 

 今までの活動、今後のあり方、会員の拡大について意見交換を行い、今後、 

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（１２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 

○ 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 

○ 広報委員会（１３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 

 

10月16日

3月15日 

6 月 11 日

他 

 

4 月 15 日

他 

4 月 17 日

他 

4 月 28 日

他 

 


