1分科会

第
開催要項

地方自治

12月5日（土）PM5：00開場／5：30〜7：00
グリーンホール（市民会館）１F

大会議室

選挙権年齢の引き下げ

統一テーマ

いっさいの差別を許さないために
話す、語る、伝える、分かち合う

〜政治への関心を高めるためには〜
選挙権においては、定住外国人の参政権や１票の格差など多くの
課題があり、その中に若者の投票率の低さがあります。特に本年

日時・場所
全体会

2015年12月5日（土）
PM1：00 開場/1：30開演

グリーンホール（市民会館）大ホール
分科会

2015年12月5日（土）・６日（日）
会場・時間は分科会によって異なります

参加協力費

は、選挙権年齢を「18歳以上」に引き下げる改正公選法が国会で成
立し、来年夏の参議院選挙公示後の選挙から適用され、そのことで
大阪府内では、約15万人の新有権者が誕生することとなります。
そこで、今回の年齢引き下げの意義はどういうところにあるのか？
若者は与えられた権利をどう活かし、それに伴う義務をどう考え、行
動していくのか？ また、行政や教育現場には何が求められるのか？
学生に回答してもらったアンケートなどを基にパネルディスカッショ
ン方式で、参加者の皆さんとともに考えていきたいと思います。

全体会＋分科会フリーパス：1,000円
分科会フリーパス
： 500円

（分科会フリーパスで、すべての分科会に参加できます）
※障害者市民・高齢者市民、それぞれの介助者は1人無料
※18才以下はすべて無料

一時保育・外国語通訳・点字資料の必要な方は
事前のお申込みが必要です。
締め切り：11月13日
（金）

コーディネーター
おさじま

お申し込み・お問い合わせ先

みのお市民人権フォーラム30th実行委員会 事務局
〒562-0014 箕面市萱野１-19-４ らいとぴあ21
箕面市人権啓発推進協議会内
TEL 072-722-2470
FAX 072-734-6509
MAIL jinken-jimu-minoh@silk.ocn.ne.jp
URL http://minohjinkenforum.jpn.org/

筬島

まこと

専さん（大阪大学大学院法学研究科教授）

パネリスト
くらた てつろう

倉田哲郎さん（箕面市長）、新有権者をはじめとする若者

企画担当

（特活）暮らしづくりネットワーク北芝
箕面市労働組合連合会
（公財）箕面市メイプル文化財団
（特活）市民活動フォーラムみのお
箕面市学生活動連携会議（MGK24）
箕面市人権文化部人権施策課
箕面市教育委員会こども未来創造局生涯学習・市民活動室
箕面市みどりまちづくり部まちづくり政策室

2分科会

第

部落

第

12月6日（日）AM9：30開場／10：00〜12：30
箕面市立第二中学校

3分科会

女性

12月6日（日）AM9：30開場／10：00〜12：00
らいとぴあ21 2F 視聴覚室

今、一番大人も受けたい
部落問題の授業
「子どもに部落問題にかかわる差別の問題をどのように教える
か？」というテーマのもと、さまざまなカリキュラムが教育現場でも

女性が起業するとき！

〜貧困から抜け出すパワーがここにある〜
2015年の今、高齢者、若者、子ども、女性等の 貧困 が深刻な
社会問題となっています。

作成されています。子ども向けカリキュラムをこの２年で紹介してき

今回は女性と共に問題を解決しながら、働く場を創ってこられた

ましたが、今年は、中学生から大人むけの、部落問題に関する差別

佐々木さんの活動を通して貧困から抜け出すパワーについて考え

の学習カリキュラムを紹介します。

ます。いざという時の自分の明日をイメージしましょう！

子どもから、
「部落問題ってなに？」
「今も差別はあるの？」と問
われた時、大人としてどう答えるのか？そんなヒントがたくさんつま
った分科会です。多くの参加をお待ちしています。
参加体験型授業
①不平等ってなんだろう

②部落差別を考える

今も差別は
あるの？

・・・・・・・
・・・・・・

講師

ささき

みょうげつ

佐々木妙月さん（情報の輪サービス株式会社
講師・ファシリテーター
たけだ

武田

みどり

緑さん（一般社団法人 コアプラス）

模擬授業講師
さとう

ひであき

おおつぼ けんすけ

佐藤秀昭さん・大坪研介さん（萱野小学校教諭）

企画担当

部落解放同盟大阪府連合会北芝支部
箕面市人権協会北芝地域協議会
箕面市人権啓発推進協議会同和問題啓発研究部会
箕面市人権教育研究会

minohcci.or.jp/

代表取締役）

●「銀座食堂」（※）で人気のお弁当の出張販売をします。1食500円（数に
は限りがあります。）
※佐々木さんがシングルマザーとともに豊中市内で立ち上げた洋食屋さん。
●箕面在住の女性起業家が作る食べ物や雑貨の販売もあります。お楽し
みに！

企画担当

箕面市人権教育研究会
箕面市人権啓発推進協議会男女恊働参画啓発研究部会
大阪北部農業協同組合
箕面市人権文化部男女協働・家庭支援室
箕面市地域創造部箕面営業室（企人協）

4分科会 教育（こども）

5分科会

第

第

12月6日(日）AM9：30開場／10：00〜12：00

12月6日(日）PM1：00開場／1：30〜3：30

らいとぴあ21 3F ホール

市民活動センター 多目的室

求められるのはリアルの
コミュニケーション力

〜スマホ時代の子どもたちのトラブルと対策〜
大阪府下の小学校６年生の６割、中学１年生の７割が携帯電話ま
たはスマートフォンを所有しています。手軽で便利に利用できる反面
「SNSで友だちとトラブルになっている」
「子どもがオンラインゲー
ムに熱中し、高額な請求がきた」
「出会い系サイトで見知らぬ大人
と出会い犯罪に巻き込まれた」など思わぬトラブルに巻き込まれる

障害者

障害の有無によって分け
隔てられることのない街、箕面へ
〜明石市の障害者差別解消条例に学ぶ〜

障害を理由とする差別の解消を推進していくため、2016年4月1
日より「障害者差別解消法」が施行されます。
全国各自治体ではこの法律が有効的に活用できるよう条例の策
定など具体的な取り組みが展開されています。
障害者分科会では、第1部に明石市での障害者差別解消条例の

ケースが後を絶ちません。中学生の母親でもある講師が親目線で、

取り組みについての講演、第2部では講演を受けて、講師と箕面市

その対応をわかりやすくお話しします。
「ビデオを見て、ワークを取

在住の障害者市民と会場の皆さんとの意見交換を行います。

り入れた」活動も行います。

是非ご参加ください。

ってよ
写 真 、送

会わ

ない

？

講

きむ

講師

いしかわ

師

金

ちあき

（NPO法人 奈良地域の学び推進機構 理事
京都府警ネット安心アドバイザーリーダー）

石川千明さん

じょんおく

政玉さん（明石市福祉部福祉総務課障害者施策担当課長）

聞き手

だいどう ひろこ

大道広子さん（箕面市在住障害者市民）
進行役
あらい

新居

企画担当

（社福）箕面市社会福祉協議会
箕面市人権教育研究会
箕面市PTA連絡協議会
箕面市教職員組合
箕面市教育委員会子ども未来創造局幼児教育保育室
箕面市教育委員会子ども未来創造局人権施策課

りょう

良さん（豊能障害者労働センター）

企画担当

（特活）箕面市障害者の生活と労働推進協議会
豊能障害者労働センター
箕面市障害者共働事業所たんぽぽ
国際障害者年箕面市民会議
（NPO）そよかぜ
（NPO）箕面東部自立センターZEROの家
障害者の働くパンハウスワークランド
（一財）箕面市障害者事業団
（社福）息吹
箕面市人権啓発推進協議会障害者市民問題啓発研究部会
箕面市健康福祉部障害福祉課

6分科会

第

在日外国人

12月6日（日）PM1：30開場／2：00〜4：00

会場のご案内
ご来場の際は電車・バスをご利用ください。

箕面市立多文化交流センター 1階 comm cafe

（市民会館）

「ヘイトスピーチ」
って何？
〜ドキュメンタリー映画
「ヘイトスピーチ」を観て考える〜

街、箕面。

「どうしてこんなことが起きるんだろう」という疑問をもち、その疑

（公財）箕面市国際交流協会
（箕面市立多文化交流センター内）
TEL／072-727-6912

問を対立する当事者それぞれにぶつけ、ありのままの姿を一つのド
キュメンタリーとして完成させ、内外で高い評価を受けています。
映画全編を鑑賞し、制作者のお一人のお話を伺い、まずは現実を

メイプルホール
TEL／072-721-2123

みてほしいという制作者の思いを共有する機会とします。

●第二中学校

TEL 072-721-7381

みのお市民活動センター
TEL／072-720-3386

TEL 072-720-3386

こうや

企画担当

（社福）箕面市社会福祉協議会
TEL／072-749-1575
西南公民館
TEL／072-723-5222
東生涯学習センター
TEL／072-729-1145

佐々木航弥さん（映画監督）

（公財）箕面市国際交流協会
箕面市在日外国人教育研究会
トッキの会（箕面市在住在日韓国・朝鮮人保護者の会）
箕面市人権啓発推進協議会在日外国人問題研究啓発部会
箕面市教育委員会子ども未来創造局学校生活支援課
箕面市人権文化部文化国際室
箕面市教育委員会子ども未来創造局保健スポーツ課
箕面市健康福祉部生活救護室

グリーンホール（市民会館）
TEL／072-723-2525
箕面文化・交流センター
TEL／072-721-1901

第二中学校

ささき

みのお市民人権フォーラム30th
実行委員会事務局
らいとぴあ21内
TEL／072-722-2470
FAX／072-734-6509

箕面市人権施策課
TEL／072-724-6720

大阪芸術大学で映像学科を専攻していた二人の大学生が「ヘイ
トスピーチ」といわれるデモとそれに抗議する人びとの姿を目にし、

師

チケットは下記の施設で取り扱っています。

らいとぴあ21
TEL／072-722-7400

90ヵ国を超える多くの国にルーツを持つ在日外国人が暮らす

講

チケット取扱い所

箕面市教育センター
TEL／072-727-5112

小野原

聖母被昇天学院

一時保育、外国語通訳、
点字資料の必要な方は、
直接事務局まで
お申し込みください。
●申し込み締め切り
11月13日（金）

http://assumption.ed.jp/

