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第 54 号（2019 年７月）

人権資料・展示全国ネットワークニュース

第 23 回（2018 年度）総会開催
2018 年 11 月 15 日（木）福山市人権平和資料館
にて総会を開催しました。
2017 年度事業・決算報告、2018 年度事業・予算
報告などの議案審議、加盟団体からの報告と意見交流
を行いました。
新規加盟館としてホロコースト記念館が承認され
ました。
次回総会を鳥取県鳥取市（2019 年 11 月頃予定）
で開催が確認されました。
また，代表{退任：守安 敏司（水平社博物館），新
任：高橋 雅和（福山市人権平和資料館）}と事務局担
守安 敏司 代表
当館（退任：柳原銀行記念資料館，おおくぼまちづく
り館，ツラッティ千本，新任：ホロコースト記念館，鳥取市人権情報センター，徳島県立博物館，
徳島県立人権教育啓発推進センター）の交代が確認
されました。
福山市人権・障害学習課長（兼）人権平和資料館長
の高橋 雅和さんから「福山市の人権課題の現状と
取り組み」と題した記念講演の後、福山市人権平和資
料館を見学しました。
翌日（1６日）は「三吉コミュニティセンター」
「深
津コミュニティセンター」｢ホロコースト記念館｣の
フィールドワークおよび施設見学を行いました。
高橋

雅和

福山市人権・生涯学習課長

事業報告
（１）
「人権資料・展示全国ネットワーク」ニュース
の発行
○第 53 号発行
（２）
「人権資料・展示全国ネットワーク」ホームペ
ージの運営・更新
（担当：柳原銀行記念資料館）
（３）事務局会議
○第１回事務局会議（於：奈良県立
同和問題関係史料センター）：
2018 年７月４日
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佐々木

健太郎

（事務局）

○第２回事務局会議（於：福山市人権平和資料館）：2018 年 10 月 16 日
（４）文化庁支援事業「平成 29 年度地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業」
○「人権ネットを活用した地域活性
化事業実行委員会」（事務局：水平社博物館）
・外国人利用者に向けた国際情報発信事業※翻訳のみ採択。印刷費等は不採
択
・人権ふるさとマップ多言語化（英語・中国語＜簡体字・繁体字＞・韓国語
・フランス語・ スペイン語）
・ホームページ多言語化（中国語＜繁体字＞・フランス語・スペイン語）
・リーフレット多言語化（中国語＜繁体字＞・フランス語・スペイン語）
・ガイドマニュアルの多言語化（英語・中国語＜簡体字＞・韓国語）
○人権尊重に向けた国際交流事業
・アジア地域を中心とした MOW（「世界の記憶」）史料の共有化（韓国国史
編纂委員会・高麗大学校）
・FIHRM 大会（アルゼンチン）での国際発信
（５）退会団体について
事業計画
（１）「人権資料・展示全国ネットワーク」
ニュー スの発行
・総会報告・各加盟団体の 2019 年
度事業の紹介
（２）ホームページの運営・更新（担当：柳
原銀行記念資料館）
（３）「人権資料・展示全国ネットワーク」
のデータ保存について
奥本 武裕 （事務局）
（４）「人権資料・展示全国ネットワーク」
メーリングリストへの参加
（５）「人権資料・展示全国ネットワーク」リーフレット新規作成
（６）文化庁支援事業「平成 30 年度地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業」による「人権
ネットを活用した地域活性化事業実行委員会」への参加
加盟館からの報告
（１）滋賀県人権センター：「モニタリング事業上半
期の報告」

（２）大阪人権博
物館：「リ
バティお
おさか現
状報告」
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（３）水俣病センター相思社：「開館
30 年を迎えた水俣病歴史考証館」

201８年度 人権資料・展示ネットワーク代表・事務局体制
代 表：福山市人権平和資料館長 高橋 雅和
事務局：広島県 福山市人権平和資料館 ホロコースト記念館
鳥取県 鳥取市人権情報センター
徳島県 徳島県立博物館 徳島県立人権教育啓発推進センター
奈良県 奈良県立同和問題関係史料センター 水平社博物館
フィールドワークの概要
○ 三吉コミュニティセンター
「人権学習から川の浄化活動へ」の取り組みを現地を
見ながら見学しました。
この取り組みは，白鳩解放子ども会と中学生サークル
の子どもたちが部落解放運動や地域の人々の協力を得
て，取り組んできたものでした。
人権学習をとおして生命を大切に思う子どもたちの
願いから出発した取り組みで，今もなお多くの仲間と共
にその活動が進められています。
田邊

準一朗

元福山市人権平和資料館副館長

○ 深津コミュニティセンター
「助七川環境改善―40ｃｍの差別」は，若草解放子
ども会が作成した，助七川の堤防の模型を見ながら，江
戸時代に政治的に作られた差別の構造を理解し，行政及
び地域が協力して問題を解決してきた歴史に学びまし
た。
○ ホロコースト記念館
ホロコー
スト記念館
は ， 1995
年 6 月，日
松本 修一 深津支部長
本で最初の
ホロコース
ト教育センターとして開館し，2007 年 10 月新館を
建て再スタートしています。
記念館では，「ホロコースト」の事実，特に当時の子
どもたちの姿を通して，ホロコーストを学びました。
展示室には世界 40 カ国から寄贈された遺品や写真
大塚

信 ホロコースト記念館館長
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の展示，アンネの隠れ家の再現，アンネの父が使用していたタイプライターなどがありました。
フィールドワークスナップ

アンネフランクのバラ園見学風景

手城川見学風景

参加者の声
先日は、二日間大変お世話になりました。
一日目の総会と懇親会で、貴重な資料とみなさんとお話でき大変参考になりました。また、二日
目のフィールドワークは、三吉支部の取組で特に川の浄化運動が素晴らしいと思いました。さら
に、助七川の環境改善では、40ｃｍ低くなっていた
地区が常に洪水や差別の温床になっていたことこのつくりが、もともと城下町の造りに関係して
いることも知ることが出来、城作りそのものが差別をつくるもとになっていたのではないかとも
思いました。最後のホロコースト記念館での館長さんや副館長さんのお話と案内アンネフランク
について、またホロコーストについて知っていたと思っていた自分を改めて反省させられまし
た。胸が締め付けられる思いで、特に 19ｃｍの靴を見た時涙が止まりませんでした。なぜ人間は
ここまで、残酷になれるのかと思いましたが、反対にそういう環境にあっても、人間として誇り
を失わなかった人々の存在が、自分ならどうするだろうという問いになって迫ってきました。ど
のフィールドワークも中味が素晴らしく、短時間で回るのはとてももったいなく思いましたが、
この様な有意義な計画を立ててくださった事務局、関係者の皆様に感謝の気持ちでいっぱいで
す。

事務局からのお知らせ
１

2019 年度「人権資料・展示全国ネットワーク」総会日程
7 月 12 日(金)に行われた 2019 年第 1 回事務局会で 2019 年度の総会の日程が決まりましたので
報告します。
正式な案内については 9 月 1 日ごろ発送しますのでそれまでお待ちください。
なお，当日は他の全国大会も鳥取市で開かれる予定ですので，すでに大きなホテルは抑えられ
ているようです。ホテルの予約については，例年通りこちらからは斡旋しませんので，各自で予
約をお願いいたします
● 日

程

2019 年 11 月 21 日（木）13：00～17：00
22 日（金） 9：00～12：00

● 場 所 白兎会館
● フィールドワーク

鳥取市末広温泉町 556
「人形芝居伝承館」
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TEL

（総会）
（フィールドワーク）
0857-23-1021

２

「人権ネットニュース 55 号」の原稿募集
人権ネットニュース55号の原稿を募集しています。以下のサンプルに合わせて9月から下半期
の事業の概要の送付をお願いします。

●提出締め切り・・8月20日（火）
●提出媒体

・・メールでお願いします。

●提出アドレス・・福山市人権平和資料館

jinken-heiwa-shiryoukan@city.fukuyama.hiroshima.jp

サンプル

福山市人権平和資料館
福山市丸之内一丁目1番1号
TEL 084-924-6789

FAX 084-924-6850

URL http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/jinkenheiwa/
企画展「人権平和資料館会館25周年記念「収蔵品展」
2019年9月6日(金)～10月6日(日)
会場

企画展示室

有料

企画展「子どもの権利条約30周年企画～横田めぐみちゃんと家族のメッセージ～」
2019年10月10日(木)～11月24日(日)
会場

企画展示室

有料

企画展「ふくやま人権・平和フォト作品展」
2019年12月1日(日)～12月27日(金)
会場 企画展示室
無料
企画展「四国五郎シベリア抑留展」
2020年1月17日(金)～3月25日(水)
会場 企画展示室
有料

マット
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