
事  務  連  絡                                       

令和３年４月１日 

 

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) 

 

桜花の候、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 ４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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

｢いじめゼロのまち｣をめざして
平成 25 年度より、以下の取組
を実施しています。 
① 小中学生のいじめ相談窓口の開設 

「誰にも言いだしにくい」と感じる 
子どもや保護者が安心して相談でき
る窓口です。 

➁市内中学校での弁護士による 
いじめ防止出前授業の実施 

・法律のプロである弁護士を講師に招
き、人権の視点からいじめ防止を学ぶ。 

・いじめの怖さを再認識し、自分自身を   
見つめ直す貴重な機会とします。 

③いじめ防止センターだより 

「ハートフル」の発行 
④いじめ防止出前講座の実施 

子どもいじめ防止センターの相談
員が講師となり、学校や地域へ出向き
講座を開催しています。 

⑤相談窓口のお知らせ 

・啓発ポスターを市内に掲示 
・ファイルを市内全校児童生徒に配付 
⑥教育委員会や学校との連携 
⑦「子どものいじめ対策専門委員会」 
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②弁護士による出前授業を受けた 
生徒の感想 

☆いじめは目に見えない殺人。いじめかも 
知れないと思ったら気づいてあげることで命を
救える。 

☆その一言や行動で、相手が嫌な思いをしていない
か、しっかり考えるべき。どちらも悲しい思いを
しなくて済む。 

☆人の心は仲間や友だちに褒められると大きくなり、
嫌なことをされると小さくなる。 

☆いじめる人も、いじめられる人も悲しい気持ちに
なる。みんなが笑顔で仲良くなれることが一番。 

☆泣いている人がいたら、知らない振りをせず 
「大丈夫？」と声をかけてあげたい。 

☆いじめを受けたら周りに相談することが大切だ
とわかった。 
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次ページは 

｢大切ないのち
を守るために」 
…私たちにできること… 

です 
です 

④いじめ防止出前講座の内容（保護者向け） 
テーマ「家族の力でいじめを防ぐ」 

・子どもと顔を合わす時間を大切に 
（困った時に相談しやすい環境づくり） 

・毎日表情を見ながら何気ない親子の会話 
・表情や、声のトーンなど、子どもの変化に 

気づけるように 
・子どもの行動に関心をもつ 
・よい行動をすれば、ほめてあげる 
・相手の気持ち（痛み）に気づき、動ける子に 

なれるように 
・子どもは大人をよく見ている 

（親は子のよきモデルに） 

いじめ相談窓口 ➡ ☎ 82-8110 
月曜日～金曜日の午前９時～午後５時 

※メール相談はこちらへ･･･➡ 

mailto:jinken@city.miki.lg.jp


 

【テーマ:あなたを変えたひとつの涙】･･･すごく悩んでいたことを、友達に相談したら、「よぉ頑張ったね」って
言って一緒に大泣きしてくれたこと。 

人権の小窓 

 
１被害生徒の気持ち…私の娘の体験 

中学時代の娘は、「ガラスのハート」と 
呼ばれるほど、とても繊細なうえにマイナス
思考でした。また、周りの人に認められた
いという理由から、場を盛り上げることで 
元気にふるまう不器用な子どもでした。 

いつの頃からか「調子にのってる」 
などの陰口や、無視、上靴隠しが始まりま
した。さらに、いじめはエスカレートしていき、
SNS（ライン）に心ない言葉を書き込まれ
た時は、「自分は生きてていいのかな」
「死にたい、でも死ぬのは怖い」と自問
自答するまで心を痛めました。 

「いじめにあっていることを誰かに相談
したら、仕返しされるかもしれない」とい
う恐怖におびえながら、心の中のコップの
水があふれる寸前でした。 

 
２自分の感情を素直に出す      

ことができなくなっていった娘 
いじめがエスカレートするにつれ、 

不安や絶望で心の痛みが増大します。  
そうすると、 

〇常に心配事がある。 
前日の夜からドキドキして落ち着かない。 
（部活動の練習に行く前も同じ気持ち） 

〇一度いじめられたから、もうこれ以上、 
傷つくのが怖い。 
（また同じことをされたら、さらに傷つく） 
上靴を隠されてから、家に上靴を持ち帰
るようになった。 

〇何かにとらわれているように感じる。     
〇一人の心ない言葉が全体に広がり、     

自分とかかわったことも、話したこと
もない相手からも、特別な目で見られて
いる環境に、おそろしさを感じます。 

このような状況と気持ちが続くことで、
常に目立たないように、自分をおさえつ
けていったのです。 
 

３生き地獄のような日々と 
なぜ向き合えたのか？ 
愛された記憶、愛された実感があったか

ら・・・自分のことを、愛してくれた人（家族
や、おじいちゃん、おばあちゃん、親友）の
悲しむ顔が、自分の心の鏡には映っていた
のです。そばに寄り添ってくれる人たちが
いてくれたから、前を向くことができた（学
校に休まず行くことができた）と思います。 

支えがなければ、我慢できないほど苦し
い・・・見守ってくれる家族や親友の存在は、
とても大きいと思います。 

幸い、娘には、いつもそばにいてくれ
た親友がいて、動じず娘を守ってくれま
した。「今度は自分がいじめられるかも 
しれない｣という不安を跳ね飛ばすぐらい
心強い親友の存在に勇気づけられたので
す。 

たった１人でも「大丈夫？」と、 
勇気をもって声をかけてくれる 
だけで、気持ちが楽になったのです。 

｢大切ないのちを 
守るために」 

…私たちにできること… 

前三木市子どもいじめ防止センター長 

  藤田
ふ じ た

英子
え い こ

 
平成３１年 4 月～三木市人権推進課  

子どもいじめ防止センターに配属される。 
実際、自分の娘が、いじめにあい、子ども 

の不安や絶望に直面しているときに親としてどのように接し
たらいいのか悩んだ経験があります。相手の気持ちを真摯に
受けとめ「この人に相談してよかった」と思ってもらえるよ
うに、日々、相談しやすい環境づくりに努めてきました。 

（２２７）   令和３年４月 



親友が私のために涙を流してくれて、私には心配してくれている親友がいるんだと思い、まず、となりにいる人を大切に
しようと思えた。    萌花(１５歳)     まあるいココロ あったかメッセージより 

 

継続することにより 
いじめが重大化する 
 

意
識
の
違
い 

人と人が、お互いに同じ気持ちで、信じ
合えることが、いじめから目をそらさず、 
いじめと向き合う原動力に
なったと思います。 
 
４どの子どもも被害者・加害者になる 

可能性がある？ 
ある調査では、「仲間はずれ、無視、 

陰口」について、｢された経験｣も「した
経験」もあると答えた子どもは、ともに
９０％でした。つまり、だれもが被害者
にも加害者にもなる可能性があります。   

また、いじめ発生時の子どもの意識の
違いに注目しなければなりません。 

 
 
 
 
 
 

※いじめられていい理由なんてない。 
被害者は悪くない。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

※相手の気持ちを考えないから、 
いじめても悪いと気づかない。 

 
★このような子どもたちを救うために
「子どもいじめ防止センター」は７つの 
取組を進めています。【表紙①～⑦参照】 

 
 
   
 

５子どもには、家族の力が必要です 
チェックがひとつでもあれば… 

 
いきなり、子どもに対して

否定的な言葉を言うのではなく
そっと寄り添い、ぎゅーっと 
抱きしめて優しく聞いて
あげてください。 

 
６私たちにできること 

「子どもいじめ防止センター」が、 
子どもの人権や命を守るために人権推
進課に設置されてから 8 年が経過しま
した。 

いじめは、子どもだけの問題ではあり
ません。子どものまわりにいる大人が、
いじめは大切な命を奪うかもしれない
恐ろしいものだと理解できるように、し 
っかり伝えていくことが、「いじめゼロ」
をめざす三木市に必要不可欠なことだ
と考えます。 

 
７あとがき 

今回の原稿を書くにあたり、 
私の娘のように、いじめられた当事者の 
辛い思いや声を直接届けることで、今、 
いじめで悩んでいる子どもたちに対して  
「一人じゃないよ」と、そっと寄り添い
勇気づけたい。そんな娘の思いが、私の
背中を押してくれました。この人権の小
窓が、親子一緒に考える機会になれば嬉
しいです。  

加害児童生徒の意識 
〇遊び半分だった 
〇いじられたぐらいで  
〇イヤならイヤと言えばいい 
〇本人も笑っているから大丈夫 

□元気がない 

□スマホを離さない 

□SNS（ラインなど）の内容を気にしすぎる 

□友だちの話をしなくなる 

□登校をしぶる 

□すぐかっとなる 

□言葉遣いが荒くなる 

□友だちを呼び捨てにする 

被害児童生徒の意識 
〇周りの人に心配かけたくない 
〇SOS に気づいてほしい 
〇どうしてこんなに苦しめるの？ 
〇自分は周りにとって必要な人間なの？ 

いじめる側に 
なっているかも？ 



 
 
 
日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など 

1 木  16 金 経営相談 10:00～ 

2 金 経営相談 10:00～ 17 土 茶道教室 9:00～ 

3 土 書を楽しむきらきら教室 13:00～ 18 日  

4 日  19 月  

5 月  20 火 経営相談 10:00～ 

6 火 経営相談 10:00～ 21 水  

7 水  22 木 茶道教室 12:00～ 手芸教室 13:30～ 

8 木 手芸教室 13:30～ 23 金 経営相談 10:00～ 

9 金 経営相談 10:00～ 24 土 茶道教室 14:00～ 

10 土  25 日  

11 日  26 月  

12 月  27 火 経営相談 10:00～ 

13 火 経営相談 10:00～ 28 水  

14 水  29 木 昭和の日 

15 木  30 金  

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

                    3 月に発行しました。各公民館等でご覧ください。    

催し物等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで 

【人権に関する記念日等】（４月） 
２日 世界自閉症啓発デー･･･2007年の国連     

総会で決議。｢ライト・イット・アップ・ブルー｣
をとおして啓発活動を展開。 

２２日 アースデー･･･1970 年、アメリカの上院議 
    員が4 月22 日を「地球の日」と宣言。 
２８日 国際盲導犬の日･･･1989 年に国際盲導犬 
    学校連盟が制定。4月の最終水曜日。 
２～８日 発達障害啓発週間･･･自閉症をはじめと 

とする発達障害について正しく理解してもら 
     うために設けた。 

人権啓発ＤＶＤの紹介 
活用ください（隣保館で貸出できます） 

講座生募集中 どうぞご参加ください 

★書を楽しむきらきら教室 
★手芸教室   ★茶道教室  

    

兵庫県・（公財）兵庫県人権啓発協会企画 
◎「カンパニュラの夢」（3６分） 

この作品は、二つの家庭の視点で進行します。主
人公の岸本麻帆はあることをきっかけに「ひきこも
り」は誰にでも起こり得ることだと気づきます。一
方、20 年以上引きこもり状態にある谷口誠一と
その両親は問題が長期化する中で、解決の糸口
すら見いだせないまま苦悩しています。麻帆は
谷口家の抱える問題に寄り添い、解決策を求め
行動を起こします。 

急速に高齢化が進む今、8050 問題は誰にで
も起こり得ることと認識し、地域の人々が引き
こもりなどの悩みを共有し偏見をなくすととも
に、互いに助け合うことで地域共生社会の実現
を目指す人権啓発ドラマです。 

◎「シェアしてみたらわかったこと」（46 分） 
この作品は、４つの人権（外国人に関する人権・

性自認や性的指向に関する人権・外から見えにく
い障がいのある人の人権・災害時の人権）につい
て、シェアハウスに暮らす個性豊かな住人たちと
の交流をもとに進行します。交流は戸惑いの連続
ですが、時間、空間、思いをシェアして｢私｣が初
めて気づいたこと、わかったことを描いています。 


