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各 区 長 様 

 

                   三木市立総合隣保館長 

 

 

「隣保館だより」の回覧について(依頼) 

 

秋冷の候、貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお喜

び申しあげます。 

日頃は、隣保館事業の推進につきまして格別のご理解ご協力を賜

り、厚くお礼申しあげます。 

さて、「隣保館だより」の全戸回覧について、お忙しいところお

手数をおかけしますが、ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 送 付 物  隣保館だより ９月号、１０月号 

 

２ 送付部数  回覧部数分 

 

３ 連 絡 先  三木市志染町吉田８２３ 

         三木市立総合隣保館 

         ℡ ８２－８３８８ 担当：赤松・橘田 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ICT（情報通信技術）は、今や人々の
暮らしになくてはならない技術となり
ました。その世界に生きる子どもたちに
とって、パソコンやスマートフォンなど
を使った通信技術は必要な力です。 

文部科学省によると、子どものICT活
用の現状は、ネット上でチャットや一人
用ゲームを楽しむ時間は OECD(経済協
力開発機構)の平均より高いけれど、学習
するためにインターネットを活用するのは
OECD の平均よりも低いのです。 

では、三木市の子どもはインターネッ
トを利用していないのでしょうか？…
いいえ。小学４年で７０％程、中学３年で
９４％の生徒が、ふだんからインターネ
ットに接続しています。小学生ではゲー
ム、中学生になると SNS 利用が増加しま
す。中学３年になると、家ですることの半
分以上がネット利用です。つまり学習で
の利用は少ない現状です。 

コロナ禍で休校となった時、三木市の
学校では家庭訪問で学習課題を届けた 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
り、ホームページで連絡したり、動画を
配信したりと工夫してきました。そして
今「１人１台のタブレット端末」を持たせ
ることになりました。 

学校では次のような目標をもって、学
習活動に活かすべく取り組んでいます。 

また、具体的な使用についても、次のよ
うな取組を進めています。 

「Teams」とは、学校の先生と児童生徒
がやり取りするための道具です。この道具
を利用して、上記のような活動ができるの
です。ドリル学習も、オンライン授業もでき
て自分の学習記録も残るので、復習するこ
ともできますし、学校や家でどんな学習を
しているのか、家族が見ることもできます。 
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１人１台のタブレット端末 

～ 今なぜ１人１台なのか ～ 

 
次ページは 

｢遠ざける教育から 
実践する教育へ｣ 

 ～子どもも大人も一緒に学ぶ～ 
です 

・Teams による、連絡確認、課題の配布・回収 
・タブレットドリルへの取組 

（学習履歴の蓄積・活用、個別最適化学習） 
・動画、静止画を撮影し、学習に活用 
・オンライン授業の取組 

○ 1 人 1 台のタブレットの整備に伴い、学習の場でタ 
ブレットを日常的に活用できるよう指導する。 

○ 臨時休校等になった場合、家庭訪問による学習課
題の配布、オンライン授業等により、学習に遅れが
でないよう配慮する。 

各教科等の指導における ICT の効果的な
活用に関する解説動画は、YouTube の文部
科学省公式動画チャンネルでご覧いただけ
ます。☟ 

※有害サイトのフィルタリングやウイルス対策は
していますが、ゲームのインストールはできてし
まいます。YouTube も見ることができますから、 
自分でいかにセーブできるかが重要！です。 
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人権の小窓 

💻 デジタルの波を乗りこなす 
今、世の中は急速に変化してきています。

携帯電話などの保有率は人口の８割を越え、
そのうちの約 67%がスマートフォンを所
持しています（総務省「通信利用動向調査」
令和 2 年度版）。スマートフォンがあれば、
通話やメールはもちろん、買い物、デリバリ
ー、銀行振込、健康管理やスケジュール管理
など、ありとあらゆることが簡単にできる
ようになりました。10 年前に、誰がこんな
世の中になると予想していたでしょうか。
私たちは、デジタルの海で溺れないように、
上手に波を乗りこなしていく術を身につけ
る必要があります。波に乗らないという選
択肢は、これからの世の中にはないかもし
れません。そしてこの波は、ついに学校現場
にもやってきたのです。 
💻 1人1台のタブレット端末 

令和元年 12 月、文部科学省は「GIGA ス
クール構想」を発表しました。これは、全国
の小学校・中学校・特別支援学校（小学部・
中学部）に通う子どもたちに、1 人 1 台の
タブレット端末を配り、授業などで積極的
に活用していくというものです。当初は、５
年間での整備が計画されていましたが、新
型コロナウイルス感染症による緊急事態宣
言の影響により、兵庫県では令和 2 年度中
の整備が求められました。 
三木市においては令和 3 年
3 月に、すべての対象児童生
徒に端末を整備しました。 
💻 ｢タブレット端末｣の使い方は？ 

子どもたちは、自分のタブレット端末を
手にしたことで、様々なことが便利に行え
るようになりました。例えば、次のように。 

以上のような使い方がありますが、これ
らはほんの一例です。子どもたちがタブレ
ット端末を使いこなすことによって、学び
がこれまで以上に充実し、理解をより一層
深めることが期待できます。 
💻 ｢タブレット端末｣は、危険？ 

みなさんもご承知のように、インターネ
ットを使った犯罪や、SNS が原因のいじめ
やトラブルはあとを絶ちません。「こんなこ
とが起こるのであれば、スマホなどは持た
せないほうがいい」と思われる方もおられ
るかもしれません。確かに、“持たせない”
ことによってトラブルを避けることはでき

｢遠ざける教育から
実践する教育へ｣ 
～子どもも大人も一緒に学ぶ～ 
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三木市立小学校教員として13 年間子どもたちを

指導。令和元年より現職。三木市立教育センター主
査兼指導主事として、文部科学省が発表した｢GIGA
スクール構想｣を担当し、タブレット端末の授業での
積極的な活用を推進している。 

（２１９）   令和３年９月 

三木市立教育センター
主査兼指導主事 

①オンライン授業ができる 

感染症等で休校になっても、学校と家庭を
つなぐことができます。学校に行けない場合
でも、学びが止まることはありません。 

②タブレット端末でドリル問題を解く 

タブレットに書き 
込んで問題を解きま 
す。添削は自動で行 
われ、児童生徒も教 
員も、結果をすぐに 
知ることができます。 

また、学習した履歴が蓄積されていくため、 
自分のがんばりを見直すことができます。 
③インターネットを使い、様々な情報を
瞬時に得ることができる 

タブレット端末は、インターネットに接続
することができます。このことにより、自分
の知りたい情報を手軽に手に入れることがで
きます。 

④カメラ機能が使える 

カメラを使えば、静止画・動画の撮影が可
能です。特に動画機能では、自分の様子も撮
影できるため、体育の学習等では動きの確認
が簡単にできます。 

タブレット学習（豊地小学校） 



 

るでしょう。しかし、それだけが正しい選択
でしょうか。 

💻 “正しい使い方”を学ぶこと 
みなさんが小学生の時、図工で彫刻刀や

小刀、家庭科の調理実習で包丁を使ったは
ずです。彫刻刀や包丁は、使い方を間違えれ
ば、他者や自分を傷つけることにつながり
ます。そう考えると、とても危険な道具です。
そのために、小学校では“正しい使い方”を
教え、安全に使えるように指導します。それ
でも、ケガをしてしまうこともありますが、
だからと言って使わせないということはな
かったでしょう。 

では、“持たせない”“使わせない”と言わ
ず、子どもがスマホやタブレットを正しく
使えるようにするにはどうすればよいので
しょうか。その過程は、「自転車の練習」に
よく似ています。大人が自転車を持って乗
るところから始まり、大人が大丈夫と判断
すると、徐々に手を離し、そのうち、転ぶこ
ともなくなり、自由に遠くまで行けるよう
になります。 

💻 “保護者と決めたルール”を守る  
このように、保護者が使用できる機能や

時間を制限しながら使わせます。子どもが
ルールをしっかりと守れていることを保護
者が確認しながら、必要に応じて徐々に制
限を少なくしていきます。もしかしたら、
SNS 等でトラブルが起こるかもしれません。
それでも、保護者が管理できていれば、トラ
ブルが大きくなる前に対応し
やすくなります。 

そうすれば、子どもはトラ
ブルへの正しい対応の仕方を
保護者とともに学ぶことがで

きます。子ども自身がトラブルに巻き込ま
れず対応できる方法を身に着けていきます。
そして成人する頃、ルールも身につけ、自分
で考えて正しく使うことができるようにな
ります。 
💻 子どもも大人も一緒に学べばいい 

スマホやタブレットによるトラブルの原
因の一つとして、保護者が使用上のルール
を作らずに、子どもにスマホやタブレット
を買い与えていることにあると言われてい
ます。保護者自身が使いこなせないものを
幼い子どもに無制限に与えているのです。
これはとても危険なことです。 

善悪の判断のつかない子どもに、誰が正
しい使い方を教えるのでしょうか。それは、
周りにいる大人しかいません。我々大人が、
子どもの見本になることで
す。使いこなせなくてもい
いのです。使いこなせない
のなら、子どもと一緒に使
い方を学べばいいのです。子どもも大人に
頼りにされることで、自尊感情も高まりま
す。誰かに必要とされることは、人権の視点
からも、とても大切なことだと感じます。 
💻 危険なものを“遠ざける教育”から、 
“正しい使い方”を学び実践する教育へ 

時代はとんでもないスピードで進んでい
ます。新しいもの、自分の知らないもの…、
そのようなものを遠ざけるのではなく、実
際に試してみて、正しい使い方や、その本質
を知ることで、自らの視野が広がります。そ
こから新たな可能性を見出すことにつなが
ります。これからの世界を担う子どもたち
を育てるためにも、私たち大人が子どもた
ちの見本となり、子どもたちとよく話し合
い、子どもたちの考えを聞き、子どもたちの
可能性を一緒に伸ばしていけるようになれ
ばと思います。そして私たち大人も、新しい
ことにチャレンジできることを忘れずに、
時には子どもの手を借りながら、みんなで
前に進める、そんな世の中になるためのツ
ールの１つとして、スマホやタブレットを
役立ててほしいと願っています。 

端末の利用時間等のルールについて 
ご家庭で過ごす時間全体の中で、ご家庭で用意した
デジタル機器も含めて、端末を、いつどのように使
うか、お子様と話し合うことが大切です。 

＜最低限、守っていただきたいこと＞ 
・少なくとも、寝る１時間前からは、 

デジタル機器の利用を控えるようにします。 
・学校で配られた端末は、 

学習に関係ない目的では使いません。 



 
 
 
日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など 

1 水  16 木  

2 木 17 金 経営相談 10:00～茶道教室 12:30～ 

3 金  18 土 茶道教室 14:00～ 

4 土  12 日まで、緊急事態宣言中の 
ため館の使用はできません 

19 日  

5 日 20 月 敬老の日 
6 月  21 火 経営相談 10:00～ 
7 火  22 水  

8 水  23 木 秋分の日 
9 木  24 金 経営相談 10:00～ 

10 金  25 土 茶道教室 14:00～ 
11 土  26 日  
12 日  27 月  
13 月  28 火 経営相談 10:00～ 
14 火 経営相談 10:00～ 29 水  
15 水  3０ 木  

                     
 
 
 
 
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人権に関する記念日等】（９月） 
１日 防災の日…１９２３(大正１２)年９月１日に発生し 

た関東大震災にちなみ、1960(昭和 35)年に 
閣議決定。全国各地で防災訓練が行われる。 

８日 国際識字デー…世界の５人に 1 人は読み書きが 
できず、その内３分の２は女性。7500万人の子ども 
は学校に行っていない。個人と社会にとって識字の 
重要性を強調するため、ユネスコが制定。 

１０日 世界自殺予防デー…２００３(平成１５)年にＷＨ 
Ｏと国際自殺予防学会が共同で開催した世界自殺 
防止会議で、自殺に対する注意・関心を喚起し、自殺 
防止のための行動を促進するため制定。  

        10 日～16日は、自殺予防週間。 
２０日 敬老の日…９月の第３月曜日。多年に 

わたり社会につくしてきた高齢者を敬 
愛し、長寿を祝うことを趣旨として制定。 

２１日 国際平和デー…日本の呼びかけで、60 か国から 
贈られた硬貨を溶かし込んで「世界絶対平和万歳」 
と刻んだ鐘（平和の鐘）が国連本部に設置された。 
この日にそれを鳴らし、一時停戦・平和を呼びかける。 

２７日 兵庫県人権教育研究大会中央大会…中止 
 
☆ 障害者雇用支援月間…障害者雇用の機運を盛 

り上げ、障がい者の職業的自立を支援するため、政府・ 
自治体を中心に、啓発活動等を展開。 

☆ 知的障害者福祉月間…知的障害への関心と正し 
い理解を深め、福祉の向上を目的に啓発活動等を展開。 

☆ 発達障害福祉月間…発達障害への関心と正しい理 
解を深め、福祉の向上を目的に啓発活動等を展開。 

  

令和 3 年度 三木市立総合隣保館 

視察研修のご 案内           

催し物等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで 

行先 たつの市立総合隣保館 
①講話…｢部落差別解消推進条例制 

定後のたつの市について｣ 
➁フィールドワーク 
③革細工体験…たつのレザーによる 

干支づくり  
開催日時 10 月２日（土） 
    ※三木市立中央図書館前に 

９:30 集合出発、17：00 帰着予定   
申込受付期間  

９月 15 日(水)～24 日(金)  
申込方法   

・電 話  82-8388 
・F A X  ８２－８６５８ 
・直 接  隣保館へ申込みください 

定  員 20 人（ただし定員を超えた場合は
抽選とします） 

参加費 3,000 円（昼食代・体験料・保険
代等）※新型コロナウイルスの影響で、急き
ょ中止又は変更になる場合があります。 

人権フォト＆メッセージコンテスト 
テーマ：心が「ほっこり」するとき 
締切り：９月３０日まで  詳細は➡ 
賞：入賞者には商品券か図書券あり 

・ 

９月の手芸教室はありません 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

本年度応募のあった市民運動人権作文
には、「ふつう」とは・・・、という内容が複数
ありました。何気なく使う「ふつう」という言
葉のモノサシについて考えさせられる内容
でした。その一作品を紹介します。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
「ふつう」であるということ 

志染小 PTA   稲上貴之 
「ふつう」。この言葉を生まれてから何度も

耳にしてきた。普通であれば大丈夫。普通で
あれば安心。「ふつう」という言葉が万能であ
ることを私たちは自然と体得してしまっている。 

では、「ふつう」とは何なのか。このことはど
れだけ考えても答えのない問いではないだろ
うかと思う。 

健常者と障害者という言葉がある。どちら
が「ふつう」になるのだろうか。いろんな車が
走っている。どの車が「ふつう」の車になるの
だろうか。本を読んで感想を言う。どんな内容
の本が「ふつう」という感想になるのだろうか。 

私たちはしばしば無意識に「ふつう」を使っ
て、物事を差別化しているが、そのモノサシ
は果たして正しいのだろうか。 

時に「ふつう」と判断したことで、だれかを
傷つけてはいないだろうか。 

私は、生後まもなく先天性の難病であると医
師から診断された。両親は当然に「ふつう」に
生まれて、「ふつう」に成長することを望んでい
たが、難病であることが分かり、最初は深く落
ち込んだと聞いた。幾多にも渡る病院通いに奮 
闘し、体力的にも金銭的にも多くの壁があった 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と私は成長してから教えられた。そんな両親に
とって、当初は「ふつう」ではなかった難病が、
いつの間にか「ふつう」に変わっていったと聞
かされた。病院に通うことが普通となり、難病の
子どもがいることも「ふつう」になり、いろんな
ことが普通になった。 

私は自分が難病であるということは当然に
普通のことであり、体育の授業で運動に制限
がかかることも普通だった。周囲の方々の理解
や協力があり、いろんなことが普通になってい
ったのだろうと今思うと感謝しか
ない。しかし、私のように「ふつう」
とはならずに苦しんだり悩み続け
たりする人もたくさんいると思う。 

世の中のいろんな場面で、一人でも普通
になることで救われる人が増えるためには、
生きているコミュニティーでの助け合い、
理解、協力、協調等が必要である。それらが
自然発生的に醸成される、そんな三木市にな
ればと願うとともに、「ふつう」であることの意
味をこれからも考え続けていきたいと思う。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

“親子が苛（さいな）まれていたのは、
｢普通｣という物差しだったのかもしれ
ぬ”という山田ルイ５３世さんの言葉
(本紙８月号)が浮かびますね。       

世の中の大多数が「普通」と思うこと
に縛られることなく、その人個人の特性
が「ふつう」であるのだと認め合えてこ
そ、人権を大切にした世の中といえるの
ではないかと、考えさせられました。 
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人権の小窓 
今月は、第 39 回全国中学生人権作文

コンテストの入賞作品を紹介します。 

 
「ふつう」って何だろうと、小さいとき

から思うことが多かった。誰かにとって
の「ふつう」は他の人から見れば「異
常」で、「ふつう」かどうかなんて、「ふ
つう」だと思う人の数と「異常」だと思
う人の数を比べて、どちらが多いかで
決まっているようなものだ。一般的な意
見なんてものは、所詮は多数決で、だ
から、物事の本質ではないはずなのに。  

女子は女子らしく、男子は男子らしく。
これが「ふつう」なら、
「私が私らしく」あること
がなぜ「ふつう」ではな
くなるのだろう。   

スカートをはいて、「私」という一人
称を使うのが「女子らしい」のなら、普
段はズボンをはいて、日常的な会話で
「僕」という一人称を使う私は、一般的
な意見――あくまで多数決だが――
では、「ふつう」ではないのだろう。そん
な私が、今日は「表現の自由」と「ふつ

う」について考える。 
学校の制服は、女子用で、もちろん

スカートだ。あまり嬉しいことではない、
できれば男子の着ている制服が着た
いが、私の戸籍の性別は女で、仕方の
ないことだと思う。でも、私が「僕」とつ
かうと、たいていの場合、疑問に思われ
る。 
「え、何で」 

仲の良い人は
そのことを認めて
くれている。でも、あまり関わりのないク
ラスメイトの躊躇のない質問は、些細な
ことかもしれないが、何度も続くと、だ
んだんきつくなっていく。 
「ボクっ娘なんだね」 

中途半端な知識から、無理矢理カテ

（２２０）   令和３年１０月 

紹介 審査員長の落合恵子さんの言葉より 

「ここにも大きくても小さくとも誰かに喜び
を届けることができるひと」が存在すると、落
合恵子さんは評されています。 

…生きることは決して容易ではなく、また
人権が大事にされているとは言えないこの
社会、この時代において、誰かに「あなたは
あなたのでいいんだよ」と届けることができ
るひと。そして、個々の違いを、ひとりひとりを
隔てる溝や壁にすることなく、違いから学び
合える心の「収容能力」をもったひとのこと
でもある。… 

そして、 
… そ れ ぞ れ の ひ と が 自分を 生き て、

生ききる
。 。 。 。

ための土台、人権を考え、行動する
ひとであってください。ひとりの大人として、
わたし自身もそうありたいと願っています。 

と記されていました。 

法務省人権擁護局・全国人権擁護委員連合会主催 

第 39 回全国中学生人権作文コンテスト 

全国人権擁護委員連合会会長賞 

「ふつう」の多数決 
福岡県 福岡県立嘉穂高等学校附属中学校 １年 
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ゴライズする人もいた。だんだん、自分
が分離していくような気がした。そんな
とき、作文を書くときに「私」と書くこと
にも違和感を覚えるようになった。本当
に、これは自分の考えていることなのだ
ろうか。悩みに悩んだ末、私が最も信頼
する方に相談することにした。 

私の相談をその方は真
面目に聞いてくれて、「作
文や、先生に対するときの
『私』 は敬語だと考えれ
ば良い」「最終的に社会人
になったら性別に関係なく
『私』と使うから」「変だと
いう人とはあまり関わらな
ければいい」という風に、アドバイスし
てくれた。「私」が敬語だという考え方
は、今までの私にはないもので、言葉
の一つ一つが、励ましとなった。 

私は、できることなら男子になりたい
けれど、それを学校で言うのは、あまり
にリスクが大きい。イジメられるかもし
れないし、不必要に優しくされるかもし
れない。実際は、この作文を書いている
ことすらも、かなり危険なことだと思う。
けれど、人間は一人一人同じようには
できていないのだから、言葉にしないと、
私の「ふつう」とあなたの「ふつう」が
違っているということすらも分からない。
分かっていないことが分からない限り、

分かるには絶対到らな
い。だから、私は今、この
作文を書いている。 

ＬＧＢＴＱの方々にとっての「ふつう」

は他の人から見れば「異常」かもしれ
ない。でも、それはＬＧＢＴＱだからとい
う訳ではなくて、人間の一人ひとりの思
考回路が違うから起こることなのだと
思う。だから、同じ家族でも、同じ学校
の人でも、いくら気が合う人でも、一か
ら十まで全部、まるっきり同じということ
はない。みんな違ってみんな良いかは
別として、みんな違うのである。 

もし、あなたがみんなと違うからとい
う理由で、「ふつう」ではないからとい
う理由で、イジメられているとすれば、そ
れはイジメている人の「ふつう」があな
たの「ふつう」と違っただけである。だ
から、自分はおかしいのだと悩まなくて
いい。他のところへ行けば、あなたが
「ふつう」で彼らが「ふつう」ではない
かもしれない。「ふつう」はただの多数
決である。 

自分を表現することは自
由で、それは基本的人権の
一つだ。表現の自由は権利
なのだから、それでもしイジ
メられるのなら、確実にイジ
メた方が悪いのである。 自分達が「ふ
つう」だと思っている人は用心した方が
良いかもしれない。せっかく表現の自
由があるのだから、自分の「ふつう」と
誰かの「ふつう」の違うところを見つけ
るために、自分の「ふつう」を表現して
みたら良いと思う。 

私も公の場ながら、最後に一つ言わ
せてもらいたい。 

僕はこのままの僕でありたい。 



 
 
 
日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など 

1 金 経営相談 10:00～ 16 土  

2 土 書を楽しむきらきら教室 13:00～ 17 日  

3 日  18 月 茶道教室９:00～ 
4 月  19 火 経営相談 10:00～ 
5 火 経営相談 10:00～ 20 水  
6 水  21 木  
7 木  22 金 経営相談 10:00～ 
8 金 経営相談 10:00～ 23 土 茶道教室９:00～ 
9 土  24 日  

10 日  25 月       
11 月  26 火 経営相談 10:00～ 
12 火 経営相談 10:00～ 27 水  
13 水         28 木 手芸教室 13:30～ 
14 木 手芸教室 13:30～ 29 金 経営相談 10:00～ 
15 金 経営相談 10:00～ 3０ 土 茶道教室 14:00～ 

   3１ 日  
                     
 
 
 
 
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人権に関する記念日等】（１０月） 

1 日 国際高齢者デー  
   高齢者の人権についての理解を深めるため 
   の啓発活動を行うために設けられた。1990 
   年 12 月に行われた国連総会で採択。    
3日  犯罪被害者支援の日  
    犯罪被害者の実情と支援の必要性を知って 
   もらうため、医師や弁護士、ボランティア 
   によって設けられた。 
10日 世界メンタルヘルスデー 
   NGO の世界精神衛生連盟(WFMH)が、1992 年 
   にメンタルヘルス問題に関する意識を高め 
   ることを目的として定め、後に国連機関の 
   世界保健機関(WHO)も協賛し、正式に国際 
   デーと認められた。 
17日 貧困撲滅のための国際デー  
   1999 年 12 月の国連総会において、多くの 
   国で 10 月 17 日が「極貧に打ち克つための 
   世界デー」となっていることから、この日 
   を「貧困撲滅のための国際デー」とするこ 

とが宣言された。 
24日 国連デー  
   1945 年 10 月 24 日に国連が発足 

したことを記念して設けられた。 

☆ 里親月間 
  1948(昭和 23)年 10 月に里親制度が発足したこ 
  とから毎年 10 月を｢里親月間」に設定。 
☆ 高年齢者雇用支援月間 
  高年齢者が健康で、意欲と能力がある限り年 
  齢にかかわりなく働き続けることができる社 
  会の実現をめざすため設定。 

 
催し物等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで 

第 1 回 10 月 19 日(火)隣保館 

①口吉川小学校４年     藤枝旺汰さん 

②三木特別支援学校 PTA   藤岡貴志さん 

③三木市手をつなぐ育成会理事長  長田幸恵さん 

④なかよし学級世話人会   萩原美香さん 

第２回 10 月 22 日(金)吉川町公民館 

①吉川中学校３年     中西ほのかさん 

②人権擁護委員      藤田加代子さん 

③星陽中学校教育事業担当教員 時本 寛史さん 

④吉川小学校長      長谷川珠里さん 

第３回 10 月 26 日(火)隣保館 

①口吉川小学校６年     稲見 悠さん 

②あけぼの認定こども園長  藤原和則さん 

③更生保護女性会細川支部長 北田和代さん 

④吉田支部員        森田栄一さん 

皆様のご参加をお待ちしています 

【人権フォーラムを開催】 
時刻：いずれも 18:30～19:30(予定) 


