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＜表紙の写真＞「前田純孝の歌碑」 

　諸
もろよせ

寄は、山陰線の城崎温泉から香住、

餘
あまるべ

部、浜坂などを経て 9 つ目、兵庫県だが

鳥取県のほうが近い。古い木造の無人の駅

舎はどこかうら寂しく、駅名が記された標

識も判読が難しい。2 月下旬、日本海側特

有のしぐれ模様で、冷たい風が吹き付ける。

海へと歩くが、出会う人は誰もいない。右

前方を見やると、歌碑らしいものが目につ

く。トンネルの開通によって、浜辺にあっ

たものが移転されたようだ。海を背に屹立

する歌碑。何とも言えない構図だ。

いくとせの前の落葉の上にまた　落葉かさ

なり落葉かさなる　　　　　　純孝

　裏面にはこう刻んである。

前田純孝　号を翠溪といい明治十三年四月

三日浜坂町諸寄に生まれる　兵庫県御影師

範を経て東京髙等師範に進み雑誌「明星」

で石川啄木とともに名をなす　卆業後大阪

夕陽丘髙女の教頭となるも“ろうがい”に

おかされて失職　郷地諸寄に帰る　世情き

びしくその冷遇に耐え作詞　作歌活動を続

け“明星”“白百合”　に発表　明治四十四

年九月二十五日此の世を去る

明治新文学の先駆者としての　徳をしのび

　この歌碑を建てる

昭和四十四年秋　歌碑建設発起人一同

　与謝野鉄幹に「東の啄木、西の純孝」と

言わしめたほどの歌人だが、家庭的にも経

済的にも恵まれず、肺結核により早逝する

という、啄木と同じような境遇にありなが

ら、啄木は有名になったが、純孝は無名の

まま埋もれていた。その名が知られるよう

になったのは、NHK の「夢千代日記」（原作：

早坂暁）の三番目のシリーズ「新夢千代日

記」（1984 年 1 ～ 3 月）だ。吉永小百合

扮する夢千代の記憶喪失のボクサーに対す

る淡い恋を描くと共に、諸寄で孤独な死を

迎える純孝の悲痛な短歌 14 首がテロップ

で流された。なお、松田優作がボクサーと

前田純孝を二役で演じた。

　駅に向かう頃には雨が降り出し、これは

雪になるかやもしれないなあと思いなが

ら、駅舎に走り込んだ。（佐佐木寛治）
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「全国部落調査」復刻本

発行事件を考える
佐佐木　寛治（事務局長）

　稀に見る悪質な差別事件として、大

きな社会問題になった「部落地名総鑑

差別事件」から 40 年が過ぎ、インター

ネットの時代になり、どんな情報でも

インターネットに載れば、世界中の誰

もが手に入れることができるようにな

りました。80 年前に財団法人・中央

融和事業協会がまとめた「全国部落調

査」（1936 年 3 月）には、全国の被差

別部落の所在地情報が記されており、

これが「部落地名総鑑」の元の一つに

なったと言われています。これを、「鳥

取ループ」（示現舎）という団体が復

刻し、2016 年 4 月の発刊に向けて予

約を受け付けるという事件が明らかに

なりました。部落解放同盟等による法

務省や取次店への申し入れなどが行わ

れ、予約はキャンセルになりましたが、

「示現舎」のＨＰにはそのデータがアッ

プされています。「隠すことこそが差

別を助長している」との考えに基づい

ての確信犯的な行為です。

　その「鳥取ループ」のホームページ

には、「ジャーナリスト、ソフトウェ

アアーキテクト。信州大学工学部卒。 

同和行政を中心とする地方行政のタ

ブー、人権ビジネス、個人情報保護な

どの規制利権を研究している。」との

自己紹介文があります。

　部落問題の特性の一つは、差別につ

ながる「差異」がわからないことにあ

ります。差別は何らかの「差異」が原

因になっていますが、部落問題はこの

「差異」が見えません。でも、差別は

おこりますから、混乱し、訳がわから

なくなります。部落問題のこの「得体

の知れなさ」が、「恐れ・動揺・不安」

を生み、それはタブー視や忌避、無関

心につながります。さらに、部落差別

のもう一つの特性は、生まれた場所・

住んでいる場所がそのしるしにされる

ことにあります。だから、部落がどこ

なのか、それを知ることは一部の人に

とっては、とても大事なことになるわ

けです。結果、あの手この手を使って、

巻頭コラム
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その情報を入手するということにな

り、市役所などへの「問い合わせ」も

その有力な方法の一つになっているの

だと思います。

　「隠す」のか「明らかにする」のか、

これは部落解放運動にとっても避けて

は通れない問いです。歴史を振り返れ

ば、部落は差別されるためにあったの

ではありません。地域社会とつながり、

人々のくらしが成り立っていく上で必

要な仕事を担ってきました。その意味

では、なくてはならない存在でした。

その一方で、ケガレたもの、こわいも

のとして忌避され、差別されたのです。

もちろん、どこに部落があるのか、そ

れは地域社会の多くの人が知っていた

し、また、差別することが当たり前で

もありました。

　そうしたありようを撃ったのが「水

平社」で、差別は許さない、糾弾する

と宣言するとともに、「穢多であるこ

とを誇れ！」と言いました。40 年前、

蛍池解放会館の「名称問題」で、「解

放」という二文字に私たちの願いをこ

めたことともつながります。以来、部

落差別の不当性を訴えることによっ

て、人々との共感・連帯の輪を広げ、「解

放」をかちとることをめざしてきまし

た。水平社以来の歩みは、その道が苦

難に満ちたものであったことを教えて

いますが、そうした先人の苦闘があっ

たからこそ、今があるのだと思います。

　そして、その今は、かつてのように

部落差別が刃となって突き刺さるよう

な状況は薄れ、日々のくらしのなかで

部落差別を意識することも少なくなっ

てきています。差別はしてはいけない

ことという人権意識も高まり、あから

さまに部落を指さすこともなくなって

きています。そして、それとわかるよ

うな部落の実態も改善され、部落が見

えなくなっています。

　これらは、良くも悪くも部落問題

（差別）のありようが変わってきた結

果ですが、大事なことは、部落問題が

そのままで解決に至るのかということ

です。もし、私たちが声を出さず、静

かにしていて解決するのであれば、こ

れほど楽なことはありません。これは、

「寝た子を起こすな」という考え方に

通じるものでもありますが、いつの時

代も、寝た子は起こされ、事件や悲劇

がおきてきたことを見ておかねばなり

ません。

　ところで、豊中市は 2013 年に「人

権についての市民意識調査」をおこな

いましたが、そのなかの「自由記述」

を見ると、全体で 438 人から 442 件の

意見がありました。そのうち部落問題

については 64 件で、人権問題のなか
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では一番多く、しかもその内容は、他

の問題では積極的な意見が多いのに、

「寝た子を起こすなと同和教育不要論」

「優遇論と逆差別」「部落分散論」といっ

た、否定的な意見がほとんどという結

果になっています。なぜなのか？ここ

のところに部落問題固有の難しさがあ

ります。

　意見を書いた人たちは、どこかで間

違った情報を聞いたり、偏見を刷り込

まれたりして、こういったアンケート

があると、刺激されて、書かずにおれ

なくなって、あけすけに「本心」をぶ

ちまけるのだと思います。そして、そ

の人たちは自分の意見こそが正しいと

思い込んでいますから、ある意味「善

意」なわけです。要するに、部落問題

については「一言言わずにおれない」

人が少なからず存在すること、そして、

偏見や誤解が根強く生き続け、それは

さまざまな回路を通じて伝承され、記

憶されていっていることが見て取れる

と思います。

　また、「同和地区の人（子ども）とは、

付き合っては（遊んでは）いけない」「同

和地区の人とは、結婚してはいけない」

「同和地区の人はこわい」「同和地区の

人は無理難題を言う」「同和地区は治

安が悪い」「住宅を購入する際、同和

地区内の物件を避けたほうがいい」と

いった発言を聞いたことがあるかどう

かという質問に対して、51.1%（二人

に一人）が聞いていると回答し、その

うちの 62.3% が「そういう見方もある」

「そのとおりと思った」と回答してい

ます。つまり、伝聞や噂であっても、

それを確かめることなく、自分の内に

取り込んでいるのです。ここに部落問

題の不可思議さと根深さがあると思い

ます。

　部落問題は「隠す」ことによって解

決しないことははっきりしています

が、ではその所在地を明らかにするこ

とが問題解決につながるのでしょう

か。公表すれば、調べることや暴く行

為は意味がなくなるでしょう。しかし、

部落差別が存在し、人々のなかに生き

続けている中にあって、その情報はど

のように使われるのでしょう。部落で

あるかどうかを気にしたりすることが

無意味になり、部落差別は時代遅れだ

と一笑に付されることになるのでしょ

うか。それはあまりにも楽観的すぎる

のではないでしょうか。差別事件が起

こる可能性もあります。救済・回復不

可能な事件も起こるかもしれません。
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被差別部落出身であることがわかって

も差別されない社会、被差別部落を特

別視しない社会、それが熟さないまま

に公開すれば取り返しのつかない事態

をもたらすと思います。

　部落差別があること、その不条理さ

を訴え、それはなくすべきものである

こと、そうした認識・理解のもとに、

これまでいろんなとりくみを重ね、共

鳴・共感の輪を広げてきました。しか

し、その部落ってどこにあるのか？と

いうことについては公にはしてきませ

んでした。言うまでもなく、それによっ

て差別がおこるからです。これは「隠

す」こととは違うと思います。フィー

ルド・ワークなどの取り組みにおいて

は明らかにしてきたように、部落問題

をきちんと学習・理解するために、そ

の解決のために必要な場合には、その

限りでないことはもちろんです。しか

し、そうした前提を取っ払い、無条件

に、いきなりすべてをさらすのは、部

落問題の解決に逆行するものであり、

差別の拡散・強化につながるものと言

えます。「隠すことこそが差別を助長

している」として、部落の所在地情報

は公開すべきだという「鳥取ループ」

の考え方は、部落問題についての洞察

力を欠き、部落差別の現実を顧みない、

独善的で偏向したものと言わざるを得

ません。

　差し止め仮処分は出されましたが、

これで「事件」が収束するわけではあ

りません。インターネット上にはデー

タが公開されたままですし、彼らが矛

を収める気配もありません。ヘイト・

スピーチもそうですが、意図的かつ確

信犯的な行為にどう対応するのかが問

われています。また、部落問題（差別）

とは何か？解決の道筋は？といった、

本質的な問題もはらんでいます。法規

制も取りざたされていますが、問題を

社会的に明らかにしていくことも忘れ

てはならないと思います。

今年もやります！

2016 連続講座！

詳細は同封チラシをご

覧ください！

3 月 29 日朝日新聞
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評議員のページ「思いやり社会」

へ向けて
山口博之（評議員）

はじめに

　今年 4 月 1 日から「障害者差別解消

法」が施行されました。

　これは、日本政府が「障害者の権利

条約」を批准した結果、条約の示す「障

害者主権」を認め、健常者主体につく

られてきた社会や制度の不備を認め、

これまで「社会の客体」とされてきた

障害者を「主体的な社会の構成員」と

して支える法的根拠を示すものだと思

います。

よりよくするために

　この法律の位置づけは「国内法」で

あり、「条約」の方が法的に上位にあ

ることを基本として考えるとき、「障

害者差別解消法」の方が障害当事者か

ら見て「甘い表現」になっていないか？

と思うところがあります。

　今後の法の見直し時にきっちり詰め

て行く必要があると思えます。

※もし詳しい資料を読んでみたい方が

おられたら、「合理的配慮、差別的取

扱いとは何か」DPI 日本会議編　解放

出版社をお勧めします。

この法に対する思い

　昔、アメリカで黒人の「差別撤廃法」

が作られたことから、障害者自身によ

る公民権運動に繋がり「ＡＤＡ法」が

作られ、障害者による自立生活運動が

アメリカ社会で認められたものとなっ

たように覚えています。

　現在、子どもの貧困・老人の貧困を

考えるとき、「貧困ビジネス」に象徴

される業者利権のダシにされる様子を

見ると、「社会の一員としての担い手

たり得る職場」が提供されていない事

は重大な問題だと考えます。「老人や

子どもは業者のメシの種」としてだけ

で、生きる許しを得ているのでは無い

はずです。

　子どもの貧困も、男女を問わないひ

とり親、祖父母の介護事情による職場
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環境の悪さ等々に対する支えの無さが

大きく思えます。先述の本の副題も「障

害者差別解消法・雇用促進法の使い方」

となっています。

　障害者・老人に対する医療・福祉予

算の増大を煽るよりも、老人や障害者

を働き手として認め、「本人達の生活

上の手応え」を生み出してこそ「思い

「リバティおおさか」裁判

第3回口頭弁論に行く

　　　　　　　　寺本　美鶴（評議員）

やりのある社会」の創造だと私は思い

ます。

　障害者問題の多くは老人問題と繋が

りがあります。「社会のお荷物から社

会の担い手」たる意識が増大すれば、

医療・福祉予算は削れる社会となり得

ます。

　3 月 11 日 ( 金 )、大阪地方裁判所で

開かれた「リバティおおさか」裁判に

行きました。内容やいきさつについて

はっきり理解していたわけでもなく、

知ってみようと思って行きました。　

　100 人以上集まっていたので傍聴は

抽選になりましたが、入る事ができ

ラッキーでした。でも、裁判では何を

しているのか、初めての参加では理解

できず、弁護士の意見陳述の後、書類

の点検があって、あっという間に終わ

りました。

　その後、弁護士会館で報告集会が行

われ、それを聞いて、やっと「リバティ

おおさか」裁判そのものや、今日のや

りとりが理解できました。丹羽弁護団

長が、書類は「リバティおおさか」の

土地の契約書で、大きな土地なので契

約書が何冊もある事。また、大法廷で

裁判を行い、裁判官に多くの支持、関

心がある事を知らしめないといけない

こと等が言われていました。

　行ってよかったと思えたのは、吉村

学芸員の「リバティおおさか総合展示

のうつりかわり－ 31 年の歩みとその

役割―」というパワーポイントの説明

でした。「リバティおおさか」は博物

館法にのっとった博物館である事、日

本ではただ一つの人権博物館であり、

この裁判は世界からも注目を浴びてい

評議員のページ
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る事。当時の橋下知事により内容が子

どもに難しい、内容が暗いと展示内容

を変えさせられた事。「人権」「差別」「被

差別」「運動」「私」等の言葉が使用不

可となった中で、市の職員と共に考え

た内容をいったんはＯＫを出したにも

関わらず、橋下市長に価値観に合わな

いと否定された事。裁判となって今は

以前の展示に戻していってる事などが

語られました。

　それらの話を聞き、補助金を廃止し

ただけにとどまらず、土地の賃借料ま

で請求され、それをめぐって裁判に

至った経緯が理解できました。当日

は「3.11」の日でもあり、集会の最初

に黙祷しましたが、吉村学芸員の話の

中で、東日本大震災の際、ある博物館

では学芸員７人中６人まで津波で亡く

なったそうです。逃げる時間があった

にもかかわらず、少しでも集めた資料

を守ろうとして亡くなったのではない

かと、学芸員の方々の資料に対する思

いを語られました。

　私の手元にも 1995 年リニューアル

された当時の展示総合図録があります

が、「被差別部落と身分」「性と家族」「民

族と列島の南北」「身体文化と環境」「わ

れら地球市民」「旧栄小学校記念コー

ナー」「西光万吉記念堂」「水俣病資料

室」「証言の部屋」「識字作品コーナー」

といったテーマで人形での再現や数多

くの実物資料、マルチビジョンでの展

示は、写真でも思わずひきこまれる内

容です。それらの貴重な資料が元橋下

知事の一言で展示を許されず、「リバ

ティおおさか」の存在そのものを脅か

していることは本当に許せないなあと

思いました。

　「人権」や「差別」、「被差別」といっ

た言葉は暗くて口にしたくない言葉か

もしれません。でも、戦争が終わって、

経済的に豊かになろうと日本人は必死

に頑張りました。その結果がどうだっ

たのか？経済の名のもとに人が大切に

されない時代にどんどん進んでいって

います。みんなの力で「人権」「差別」「被

差別」といった言葉を守らないと今に

「平和」といった言葉までつかえない

時代になりそうです。「リバティおお

さか」を支援し、裁判にも多くの方に

参加していただきたいと思いました。

第 4 回口頭弁論は、

5 月 20 日（金）　大阪地裁
9 時半から傍聴券の抽選があります。

世界人権宣言豊中連絡会議

記念講演のお知らせ

６月７日（火）14 時 30 分～

「リバティおおさか裁判」（仮）

お話：石橋　武さん
（リバティおおさか館長）
会場：豊中人権まちづくりセンター
入場無料です！
申込・問合せはまちづくり協会まで！
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地域福祉と人権

前田勝正（理事）
理事のページ

　機関誌 43 号（2014 年 4 月）で「社

会福祉と人権」について書きました。

　あれから 2 年、社会は格差がますま

す広がりを見せ、少子高齢化は進み地

域社会においては、この問題を解決す

る糸口さえ見えません。

　「福祉とは貧困との闘いから始まっ

た」ともいわれているように、憲法

25 条には「すべて国民は健康で文化

的な最低限度の生活を営む権利を有す

る」という条文が元で福祉 6 法がつく

られています。すなわち、「生活保護法・

児童福祉法・身体障害者福祉法・老人

福祉法・母子及び寡婦福祉法・知的障

害者福祉法」をいいます。

　この福祉 6 法は、昭和 20 年代に制

定された福祉 3 法「生活保護法・児

童福祉法・身体障害者福祉法」を元に

30 年代に制定されています。ここに

は地域福祉とはどこにも書かれていま

せん。43 号で書きました、4助 (公助・

自助・互助・共助 ) の他、家族助・法

人団体助等も考えられます。( 前田私

見 )

　現在、少子化の問題は大きく、子ど

もが親の介護や見守ることが難しく、

90 歳代の親を 70 歳代の子どもが介護

する老老介護の現状も少なくありませ

ん。

　また、法人団体についても 1970 年

代までは、会社などで診療所・憩いの

家・社宅などの施設が多くありました

が、今ではあまり見受けられません。

このように、以前のような福祉が成り

立たなくなっている現在社会におい

て、地域福祉は大切だと思っています。

新聞の社会面では、子どもの貧困、児

童虐待、高齢者の交通事故、保育につ

いての記事が頻繁に掲載されていま

す。3 月 28 日の朝日新聞の声のコー

ナーに「保育園建設反対は身勝手」(東

京都　主婦　56 歳 ) が掲載されてい

ましたが、建物ができて募集が終了し

ているのに開園出来ない。住民の建設

反対運動で白紙撤回させられた事例が

起きています。地域環境が悪くなる、

うるさいなどは、蛍池解放会館の名称

反対とよく似た事例です。住民の基本

的人権のはきちがい、プライバシーの

問題を持ち出すなどありますが、一方

で待機児童の問題は社会全体の問題と

なっています。

　以前、豊中市において、高齢者の福

祉施設を作る時も同じような問題があ

りました。
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　地域福祉とは、その土地で安心して

暮らせることが基本です。お互いが助

け合える共助が必要で、それに制度と

しての公助、自助は何か事が起これば、

私がここにいますと自ら共助を求める

ことも大切です。住民が心置きなく話

せるサロンも地域福祉にとって大切な

ことです。何かが起きた時に SOS が発

信できる社会、住民自治は住民が知恵

を出し合い、お互いに助け合える、一

緒に考え行動できる、それが地域福祉

の原点だと思っています。

楽遊ガイド
「ヒーロー」たちの転落と

再生の物語（「付録」つき）

玉置　好徳（理事）

　読者の皆様、お久しぶりでございま

す。このコーナーを担当して、もう 4

回目になりますが、そろそろネタが尽

きて参りました（これって毎回言って

ない？）。それで、どうしようかと悩

んでおりましたところ、今回は遠い昔、

別の銀河系から救いの神が舞い降りて

きました。

　それは、「スターウォーズ／フォー

スの覚醒」が公開されたことです。前

作から 10 年ぶりの新作で、今回から

ジョージ・ルーカス監督の手を離れて、

ディズニー社の制作となったことも話

題となりました。

　実際に、映画館のスクリーンを眼前

にすると、宇宙海賊船ミレニアム・ファ

ルコンのハン・ソロ船長と、その妻

（今回の設定では「元」がつきますが）

レイア・オーガナ姫、ロボットコンビ

の R2-D2 と C-3PO、そして旧作のヒー

ロー、ルーク・スカイウォーカーといっ

た、懐かしいキャラクターたちが次々

に登場して、懐かしい思いがあふれて

きました。

　それに加えて、ヒロインのレイと

その相手役のフィン、新ロボットの

BB-8 などの新しいキャラクターたち

が縦横無尽に活躍する姿を、ワクワク

しながら観ていました。

　でも、正直なところ、少々物足りな

いと思う部分もありました。それは、

無類の「悪役好き」の私としては、旧

作のダース・ベイダーに代わる新悪

役のカイロ・レンが、少々迫力不足で

頼りなげに見えてしまうのです。なの

で、今後の成長？に期待したいと思い

©Diseny
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ます。

　さて、そのダース・ベイダーですが、

元々はアナキン・スカイウォーカーと

いう名のジェダイの騎士（正義のヒー

ロー）でした。ところが、シス（ダー

クサイド（闇）の皇帝ダース・シディ

アスの誘惑に負けて裏切り者となり、

師であるオビ = ワン・ケノービとの死

闘の果てに、両手足を失い全身に大や

けどを負って、命はとりとめたものの

全身に黒いマスクと鎧をまとって生き

なければならない定めとなり、その後

は冷酷無比で悪逆非道の暗
あんこくきょう

黒卿へと変

わり果てたのでした。

　けれども、息子であるルーク・スカ

イウォーカーとの出会いを通じて、父

としての良心に目覚めて、最後は息子

を救うために皇帝と刺し違えて死んで

ゆきました。

　旧作のエピソ－ド 1 ～ 6 を順に追っ

て観ていくと、実はスターウォーズの

物語とは、英雄アナキンの誕生から転

落、そして再生の物語だったのではな

いかと思われます。

　ところで、現実の世界でも最近、ヒー

ローの座から転落していった男がお

りました。お察しの通り、それは元プ

ロ野球選手の清原和博容疑者のことで

す。覚醒剤所持と使用の罪で逮捕され、

現在は保釈の身となっております。

　彼の輝かしい球歴については、今さ

ら申しあげるまでもないでしょうが、

高校野球では、当時強豪だった PL 学

園高校の 4 番打者として、甲子園通算

13 本塁打の大記録を打ち立てました。

この記録は、現在でもまだ破られてお

りません。

　また、読売ジャイアンツがドラフト

1 位指名を約束していたのに、まさか

の盟友桑田真澄投手を指名したことに

より、涙々で西武ライオンズに入団し

たにもかかわらず、1 年目から 31 本

塁打を打って新人王を獲得しました。

その後も、当時の名投手たち、元・近

鉄バファローズ（現・オリックス・バ

ファローズ）の野茂英雄や、元・ロッ

テ・オリオンズ（現・千葉ロッテ・マ

リーンズ）の故・伊
い ら ぶ

良部秀輝との「平

成の名勝負」は、私たちファンの胸に

熱く刻まれました。けれども、巨人へ

の思いは絶ちがたく、フリーエージェ

ントで移籍はしたものの、その後は不

振を極めて、最後は故・仰
お お ぎ

木彬監督に

請われてオリックスで引退のときを迎

えました。

　そして引退後は、タレントや野球解

©LucasFilm
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説者としてテレビなどで活躍し、現役

時代のイメージを生かした独特の「番

長キャラ」がとても印象的でした。

　ところが、このように仕事も順調で、

結婚して子どももできて、順風満帆の

人生かと思われた矢先の、2016 年 2

月 2 日に覚醒剤所持罪で逮捕されたの

は、本当に衝撃的でした。

　その後、裏社会とのつながりなども

様々報じられておりますが、それが事

実だとすれば、先のアナキンと重ね合

わせてみると、二人のヒーローが、ほ

ぼ同じような経路をたどって転落して

いったかのようにみえるのは私だけで

しょうか。

　でも、プロ野球界には、清原さんと

同じ罪を犯したけれども、今は野球評

論家として見事に復活している、元阪

神タイガース投手の江
え な つ

夏豊さんの例も

あります。

　ですから、清原さんにも可愛い息子

さんが 2 人いらっしゃいますので、ど

うかアナキンのように父としての威厳

を取り戻して、ぜひ立ち直ってほしい

と切に願っています。

　おわりに、清原さんと親交があ

る、メジャーリーグのテキサス・レン

ジャーズのダルビッシュ有
ゆう

投手が、2

月 18 日にこの問題に触れて、「セカン

ドチャンスを持てる社会にならない

と」とコメントしていました。

　昔から「罪を憎んで人を憎まず」と

申しますが、刑に服した人を排除せず

に、人生やり直しがきく社会をつくる

ことは、とても大切なことかもしれま

せん。

《付録：大相撲力士　蒼国来に関

する続報》

　今年も大相撲 3 月場所が、エディオン

アリーナ大阪（大阪府立体育会館）にて

開催されました。（ネーミング・ライツ

は、名前がころころ変わるのでややこし

い！）

　例年当期場所中に、豊中市内に居を構

える荒
あらしお

汐部屋の蒼
そうこくらい

国来栄
えいきち

吉関は、自己最

高位の西前頭４枚目で今場所に臨みまし

たが、残念ながら 2 日目からインフルエ

ンザで休場となり、結局 5 勝 8 敗 2 休の

成績で負け越しとなりました。でも、ま

た三役をめざして、ぜひとも巻き返して

ください。蒼国来関、あなたには「不撓

不屈」の四文字がよく似合いますから。
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はじめに

　私自身、差別を

テーマに研究して

きたのですが、差

別だけではなく

て、私たちが生き

ている社会が、ど

のように成り立っ

ているのかという

ことに大きな関心を抱いて研究の道に

入りました。なぜ差別に着目したのか

といいますと、差別はエチオピアにも、

日本にも、世界中のどこの地域でもみ

られて、現在のみならず過去にもみら

れる現象です。地域的にも歴史的にも、

どこにでもみられる普遍的な現象とし

て差別をとらえることができます。

　そのため、こうした普遍的な現象を

考えることで、私たちの普段の行動が、

社会とどのように関係しているかを明

らかにすることができるのではないか

と思い、差別に焦点をあててきました。

　中学生ぐらいのときから、アフリカ

報告・世界人権宣言 67 周年記念豊中集会

「誰が差別をつくるのか」①

1948 年 12 月 10 日、第３回国際連合総会で世界人権宣言が採択されたことを

記念して世界人権デーに定めました。豊中市では毎年 11 月 11 日から 12 月 10

日までを人権月間とし、市内各施設で人権啓発事業が実施されています。

67 周年を迎えた昨年、世界人権宣言豊中連絡会議では日本から世界に目を広げて

みて、かつ世界から日本をとらえなおすということに着目し、名古屋大学特任助教

の吉田早悠里さんをお招きしました。文化人類学を専攻する吉田さんから、エチオ

ピアにおけるカファとマンジョの不思議な関係についてお話いただきました。3 回

に分けて連載します。【文責：森山輝子】

をはじめとする発展途上国の貧困や開

発に興味がありました。大学では、文

化人類学を専門で学んでいまして、大

学 3 年だった二十歳のときに、文化人

類学のフィールドワークの授業があり

ました。この授業の担当の先生に「夏

休みにエチオピアに行くのだけれど、

あなたも一緒に行かない？」と言われ

たのです。ここでエチオピアに行かな

ければ、人生のうちでエチオピアに行

く機会は二度とめぐってこないだろう

と思って、「はい、行きたいです」と

答えました。これが、私が初めてエチ

オピアに行くことになったきっかけで
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す。まさかこのような形で 10 年以上

もの付き合いになるとは当時思ってい

ませんでした。

　はじめてのエチオピアでは、20 日

間程度、先生のお供をさせていただき

ました。見るもの全てが衝撃的で、簡

単にいえばカルチャーショックを受け

ました。街中では 6 歳、7 歳の男の子

が靴磨きをしていたり、村では小さい

子どもが水汲みに行ったりしていまし

た。エチオピアで、電気、ガス、水道

がない生活を経験して日本に帰ってき

たら、スイッチを入れたら電気がつく

生活がありました。日本円の 1 万円が

あれば、エチオピアでは一ヶ月生活で

きることもわかり、現金の価値の違い

にもとてもショックを受けました。

信頼関係をつくって調査

　文化人類学とは、異文化の研究をす

る学問分野です。文化人類学の特徴

は、今ここで起きていることを観察し

て、そこから理論を組み立てていくと

いう点にポイントがあります。特に異

文化、自分たちとは違う文化や社会の

あり方をもっている人たちの生活を観

察することを通して、私たちが当たり

前だと思っていることをもう一回考え

てみる。他者を通して改めて自分たち

について知るということが文化人類学

の特徴です。私は、机に向かって理論

を考えるというよりも、人々が実際に

どういう行動をしていて、それが意味

することが何なのか、人々の生きてい

る生々しい現実から、社会や人間につ

いて考えたいと思い、文化人類学を専

門とすることにしました。

　エチオピアには 2004 年から現在ま

で 14 回通い、滞在期間は通算 35 ヶ月

くらいになります。最近では、2015

年 8 月に行ってきました。エチオピア

では、基本的には現地の人のお家にお

世話になっていまして、ホテルには泊

まりません。彼らと一緒に暮らして、

同じものを食べます。都市部出身のエ

チオピア人でも、村の人の家で寝食を

共にすることは滅多にないのに、日本

から来た外国人の女の子が自分たちと

寝食を共にするということで、現地の

人々も心を開いてくれます。実際、寝

食を共にすると、仲良くもなれるし、

話を聞きやすい状況もできてきます。

　現地では、私はカファ語とアムハラ

語を話しています。どのようにして言

葉を覚えたのかというと、当初は「こ

れは何ですか」とひたすら質問をして

いました。絵を描いて、その絵を指さ

して「これは何ですか」と尋ねます。

そして、彼らが発音する言葉をローマ

字で書いていきます。ほかにも、歩く

という単語や、水を飲むという単語を

知りたいときは、ジェスチャーやボ
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ディランゲージを使いました。

　現地の言葉を話すことができない間

は村を歩いて地図を作ったりしまし

た。また、村での祭りや行事に参加し

て、この人は怪しい人ではないんだと

現地の人に理解してもらうように心が

けました。このようにして村に溶け込

んで信頼関係を作ることで、最終的に

話が聞けるようになって調査ができる

ようになりました。

　こうした調査を通して明らかにした

ことをまとめたのが、2014 年に横浜

にある春風社から出版した『誰が差別

をつくるのか　エチオピアに生きるカ

ファとマンジョの関係誌』という本で

す。この本は、エチオピアのカファ地

方に暮らしているカファとよばれるマ

ジョリティと、マンジョとよばれるマ

イノリティの関係が、もともとは差別

ではなかったのですが、歴史的な変化

のなかで徐々に差別へと変わっていっ

たという内容です。

エチオピアの歴史

　エチオピアはアフリカ北東部に位置

しています。人口は 8500 万人程度で

すが、国土面積は日本の約 3 倍です。

ここ数年、世界に稀にみる二桁の経済

成長を続けています。主要産業の半分

が農業、工業が 43％、サービス業が

7% ですが、輸出総額の約 90％が農作

物で、そのうちの多くをコーヒーが占

めています。

　エチオピアというと、マラソン選手

をたくさん出している国、コーヒーが

有名な国というイメージを持たれる方

もいらっしゃるかもしれません。です

が、そのほかにもいくつも世界遺産が

あるほか、約 350 万年前の化石人骨が

発見された人類発祥の地としても有名

です。また、アフリカの多くの国は文

字を持っていませんが、エチオピアは

文字を持っているという特徴もありま

す。

　エチオピアの歴史を紐解いていく

と、エチオピアが現在の国境線で示さ

れる国の形になったのは 20 世紀初頭

にかけてです。それまでは、いくつも

の小さい王国や諸民族が現在のエチオ

ピア南部・南西部に暮らしていました。

北部には、シヴァの女王とソロモン王

というキリスト教の聖書にも登場する

人々の末裔が建国したと伝えられる王

国がありました。そのなかで、19 世

紀の末に、メネリクⅡ世という人物が、

南の諸王国や諸民族を征服して、現在

のエチオピアの形となりました。その

後、1935 年まではエチオピア帝国で

したが、1936 年から 1941 年まではイ
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タリアによる植民地統治を受けまし

た。1941 年から 1974 年までハイレ＝

セラシエ皇帝による帝政でした。1974

年から 1991 年は、軍部主導のデルグ

政権で、ソビエトをはじめとする社会

主義の国々と深い関係にありました

が、1991 年から現在までは民主制の

国になっています。

　エチオピアは、日本とは異なって多

民族国家で、現在 80 以上の民族が暮

らしています。東西南北で民族状況は

大きく異なり、南部に少数民族が多く

暮らしています。そのなかでも、今日

お話しさせていただくのは、カファと

いう民族についてです。カファの人々

は、エチオピアの人口の 1％程度の少

数民族です。

　エチオピアに行くというと、周りの

方々から「暑いんでしょ」と言われる

のですが、首都の標高が 2700 ｍ程度

ありまして、朝晩とても冷え込みます。

そのため、乾季雨季に限らず、基本的

にジャンパーやセーターを持ってい

き、毛布を掛けて寝ます。お昼は、シャ

ツ一枚で過ごしています。

　このようなエチオピアですが、実は

日本と深い関係をもってきました。た

とえば、エチオピア帝政期の憲法は、

日本の大日本国憲法を参考にして制定

されました。その理由には、日本が非

西洋の国でありながらも、西洋化や発

展を遂げたという点と、植民地化され

ず、皇室があったという点がありまし

た。皇帝を擁したエチオピアでは、皇

帝を中心としてどのような憲法をつく

るのかという点もあり、日本の大日本

国憲法が参考にされたのです。

コーヒーの語源

　本日、お話しさせていただくカファ

地方は、エチオピアの南西部に位置し

ています。人口は約 90 万人で、面積

は岐阜県とほぼ同じぐらいの面積で

す。カファ地方と呼ばれるように、そ

こに暮らす人たちはカファと呼ばれる

民族の人たちです。この地域はエチオ

ピアのなかでも森林が多く残っている

地域です。標高差に富んでおり、森林

のなかにはコーヒーの木がたくさん生

えています。多くの人々が、コーヒー

の実を収穫し、そこから得られる現金

収入をもとにして暮らしています。と

はいえ、彼らはトウモロコシ、モロコ

シ、大麦、小麦といった穀物を栽培し

て生計を立てています。ちょうどいま

の時期は、既に種まきが終わっていて、

もうしばらくしたら収穫といった時期

です。

　カファ地方は「コーヒーの母」と呼

ばれる野生のコーヒーがあり、コー

ヒー発祥の地といわれています。また、

コーヒーの語源はカファであるともい
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われています。エチオピアでコーヒー

を飲む時は「砂糖にしますか、塩にし

ますか、バターにしますか、それとも

何も入れないもの、どれがいいですか」

と質問されます。バターを入れるとコ

クが出るので、私はバターを入れるの

が好きです。コーヒーを入れるという

と、豆を洗って、その場で豆を煎ると

ころから始まります。そのため、飲み

終わるまでに 2 時間程度かかります

が、入れたてはとても美味しいです。

　農村部での食事は、インジェラと呼

ばれるクレープ状のパンに、豆のシ

チューをかけて食べたり、エンセーテ

という名前の植物のデンプンで作った

パンや、トウモロコシや豆をゆでたも

のを食べています。そのほか、庭では

バナナやマンゴー、パパイヤを栽培し

ており、基本的に自分の土地で栽培し

たものを食べるという生活を送ってい

ます。お肉を食べるときは、羊や山羊

や鶏を購入して、殺して食べます。私

がエチオピアに通い始めた頃は羊が 1

頭 2000 円程度だったのですが、現在

は 10000 円ぐらいになっています。

　また、村では定期市が週に 1 回と

か 2 回開かれるので、そのときにたま

ねぎやニンニク、塩、油、ガスなどを

買います。大きな定期市では、鍋や農

具から、ノートやろうそく、お菓子な

ど、さまざまな品物が販売されていま

す。電気、ガス、水道がないため、炊

事は薪で火をおこしたり、炭をつかっ

て料理をします。水は、ポリタンクや

水瓶を持って泉や沢へ水を汲みに行っ

たり、共同井戸に汲みに行きます。

ピラミッド型の階層制

　カファ地方には、14 世紀頃にカファ

王国が成立したとされています。カ

ファ王国は 19 世紀頃にはエチオピア

で一番強大な力を持っていたと伝えら

れています。強大な力を持った理由の

ひとつに、コーヒーや、ジャコウネコ

から採取した香水の原料になるジャコ

ウ、そのほかにかつてこの地域に生息

していた象の象牙をアラビア半島、現

在のイエメンやサウジアラビアに輸出

をしてしたことが挙げられます。

　また、奴隷もたくさんいました。カ

ファ王国は、周辺の王国を征服して王

国の領土を拡大したのですが、戦さの

際に捕虜にした人たちを奴隷にし、ア

ラビア半島に売りました。ですが、こ

のカファ王国もエチオピアの他の地域

に漏れず、1897 年にエチオピア帝国

に征服されて滅びてしまいました。

　カファ王国では、カファ王を頂点と

して、その下に土地を持っている農耕

民、土地を持っていない農耕民が位置

付けられていました。さらにその下に
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位置づけられたのが、鍛冶屋や織工、

歴史などを伝えた吟遊詩人といった職

能集団でした。その下に、皮なめしや

土器つくりを生業するマンノと呼ばれ

る人たち、狩猟を生業とする狩猟集団

でマンジョと呼ばれる人たち、そして

一番下に奴隷が位置づけられる社会で

あると説明されてきました。こうした

カファ、マンノ、マンジョといった人

たちの関係性は、これまで一般的にピ

ラミッド型の階層制のなかで説明され

てきました。

カファとマンジョの違い

　カファ地方の人口はカファが 88 万

人ぐらいで、マンジョが 1 万人から 1

万 2 千人程度とされています。カファ

の人々はカファ地方のなかだけに住ん

でいますが、マンジョの人たちは南部

諸民族州、オロミヤ州、ガンベラ州と

いわれる 3 つの州にまたがって暮らし

ています。さらに、州の中でもいくつ

もの地域に分散して暮らしています。

現在のエチオピアでは、マンジョは民

族とはみなされていないため、センサ

スなどによるデータはありません。そ

のため、実際のマンジョの人口はわ

かっていません。加えて、マンジョは

それぞれ居住する地域の言語を話し

て、それぞれの地域の民族と一緒に住

んでいます。たとえば、マンジョの人

たちは、カファ地方ではカファ語を話

し、シェカ地方ではシェカ語、ダウロ

地方ではダウロ語を話していて、オロ

ミヤ州にいくとオロモ語を話していま

す。各地域に暮らすマンジョの人々は、

いずれもかつては狩猟を主な

生業としていました。また、

居住地域が異なるマンジョの

間での結婚もあります。

　1920 年代に撮影された写

真からは、当時のカファとマ

ンジョの外見は、服装が異な

ることがわかります。カファ

の男性は綿の服を着ていて、

マンジョの男性は野生動物の

皮を身に纏っています。です

が、現在は両者の外見は、大

きな違いはありません。

　カファとマンジョは、歴史

的な背景が大きく異なりま

す。歴史的には、マンジョは

もともとカファ地方に住んで

いた先住民であると説明され

カファの男性 

Grühl, Max.　1938   Zum 

Kaisergott von Kaffa: Als 

Forscher auf eigene Faust 

im dunkelsten Afrika. Berlin: 

Schlieffen Verlag

マンジョ男性 

Cerulli, Enrico.　1930-1933. 

Etiopia Occidentale (dallo 

Scioa alla frontiera del Sudan). 

Note del viaggio, 1927-1928, 

Roma: Sindacato Italiano Arti 

Grafiche.



じんけん　ぶんか　まちづくり第 51 号

20

ています。14 世紀頃に現在のエチオ

ピア北部からカファが訪れてマンジョ

を征服したといわれています。ですが

マンジョは、カファ王のもとで特権的

な役割を担っていました。たとえば、

カファ王国の国境の警備やカファ王の

王墓の警備、文字を持たないカファ語

の伝言、メッセージを伝える役割を果

たしていました。文字のない社会で伝

言を伝えるというのは、とても重要な

役割です。このような側面を見ていく

と、マンジョの人たちはカファによっ

て征服されたものの、カファ王国にお

いて重要な役割を担っていたというこ

とがわかります。【続く】

部落解放同盟豊中支部

再建から 50 年を迎えるに

あたって
酒井　留美（事務局）

豊中地域から

　「これからは教育や！」と 60 年前、

児童館ができ、大阪市内の住宅運動

に刺激を受け、住宅期成同盟が結成さ

れました。そうした運動があり、1967

年に豊中支部再建大会がおこなわれま

した。

　多くの人たちの苦闘があって今があ

り、その人とそれにまつわる物語の「聴

き取り」をおこない記録を残すことや、

また、ムラの姿や私たちの暮らしも大

きく変わってきました。そのありよう

を振り返り、これからのムラの暮らし

のあり方を考えるため、ムラの変貌の

「見える化」を目的に、パネル展・写

真展を行います。さらに人々の部落問

題に対する見方も大きく変わり、あか

らさまに、あるいは面と向かって差別

をすることは、まれになったと思いま

す。しかし部落問題の解決には至って

おらず、差別事件も起こっています。

部落問題の何が変わり、何が変わらな

いままなのかを見極め、差別の根っこ

に迫る取り組み、世代間連携による「学
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習会」、部落問題を考え合える場など

を作りたいと思います。

　

・人とそれにまつわる物語 「聴き取り」

・ ムラの変貌の 「見える化」

・ 世代間連携による 「学習会」

　これら 3 つの柱で、運営委員を中心

にすすめています。これらをきっちり

おこない、50 年を迎え、豊中支部の

解放運動に新たな活気が吹き込まれる

ことを願っています。

4 月、新たなスタートへ

福島　智子（事務局）

　4月は新年度の時期です。

　地域においても、学校をはじめ、様々

な関係機関で新年度がスタートしてい

ますが、蛍池人権まちづくりセンター

も、人事異動があるなかスタートしま

した。

　解放会館から人権まちづくりセン

ターへ変わり、以前に比べると職員の

人数も減り、入れ替わりも激しくなっ

ています。

　センター事業には、１つ１つの事業

に部落差別をはじめとする差別や偏見

のない社会を目指す目的があります。

　この目的を自分の問題として受け止

蛍池地域から

めて、日常の業務の中で取り組んでも

らおうと、研修や日常の中で少しずつ

伝えながら共に学んできています。

　今年度もセンターの職員の方々と共

に、センターが差別のない社会を作る

拠点として、利用者や地域の皆さんに

発信していけるように取り組んでいき

たいと思います。

　今年度は、蛍池人権まちづくりセン

ター児童館の「児童係」は半数以上が

新しい職員に変わりました。

　そんな中で、児童館の活動内容が４

月から変更になりました。

　これまでは、継続的な活動の中で、

子どもどうしの関係を作っていく取り

組みがベースにありました。その中で、

地区の子を中心に、生活課題を抱えた

子どもたちが集い、それぞれの生活に

ついて語りながら差別を許さない仲間

づくりが進められてきた経緯がありま

す。

　もちろん、そのベースはそのまま残
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著：井上理津子　集英社インターナショナル

重本 洋輔（事務局）

　「親を送る」は、「さいごの色街 飛田」

の著者で有名な井上理津子さんが、親

を亡くした自らの悲しみを整理すると

ともに、既に親を亡くした人や親を亡

くす時が近づいている人と経験や思い

を分かち合うために書かれたものであ

る。

　井上さんは 2008 年に 79 歳の母親と

84 歳の父親を相次いで亡くした。年

齢の割におしゃれで活動的だった母親

は、火傷が原因で入院こそしたものの

誰もがまさかと思うような形で突然こ

の世を去った。母と親しかった友人へ

の知らせや葬儀の手配などで、悲しむ

暇もないほど慌ただしい日々を送り、

ようやく落ち着いたと思ったら、今度

は認知症気味だった父親の介護が待っ

22

書評

て い

た。 義

姉とと

もに交

代で介

護にあ

た り、

なんと

か老人

ホーム

を見つ

けるこ

とができた。しかし、そこで父親は肺

炎を患いこの世を去った。たった約 4

か月間での出来事であった。

　これまで当たり前のように元気だっ

た家族が亡くなったり、病気になって

りますが、基本的に自由参加となりま

す。子どもたちが、自主的に、遊んだり、

勉強したり、話したり、いろいろな学

年の子どもたちが一緒に安心して過ご

せる場を目指しています。内容は、週

1 ～ 2 回のスポーツクラブや学習クラ

ブ、自主参加プログラムの「なかまづ

くりひろば」や「まなびのひろば」な

どがあり、年間通しては料理教室や工

作教室、合宿なども特別プログラムと

して実施します。

　これまでは、継続した参加が難し

かった子どもたちも、それぞれの家庭

に合わせた参加ができるようになった

ので、よりたくさんの子どもたちが参

加しやすくなりました。

　形は少し変わりましたが、1 人でも

たくさんの子どもたちが参加できて、

参加することで少しほっとできる場で

あってほしいと思います。その中で、

お互いの事が語れる場につながって行

けるように、できる部分では協力して

いきたいと思います。
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しまうことで、平穏だった日常が突然

断ち切られてしまうといった可能性は

誰しもにある。しかし、平穏すぎれば

すぎるほど、そうしたことに意識が回

らないのではないだろうか。

　実はつい最近、我が家でも父親の胃

に腫瘍が見つかり大騒ぎになった。家

族に心配をかけまいと、いつもどおり

気楽に振る舞おうとする父親と、最悪

の事態を考え、あれこれ苦悩する母親。

僕自身はと言うと、父親のことはもち

ろんだが、落ち込んでいる母親のこと

も心配だった。

　親が高齢に近づくに連れて、いつか

「こういった日」が来るかもしれない

こと、さらに言えば、いつか必ず「別

れの日」がやって来ることは理解して

いたつもりだったが、やはり、心のど

こかで「親はいつまでも元気で当たり

前」「ウチの親はまだまだ大丈夫」と

いった意識があったと思う。だから、

このときは親の老いや死が一気に自分

の目の前に近づいてきたように思え、

同時に結果次第ではこれまで体験した

ことがないほど、今後の生活が大きく

変わってしまうかもしれないことに不

安を感じた。

　結局、腫瘍は癌ではなかったが（た

だし、数年後に癌化する可能性はゼロ

ではないため今後も経過観察が必要）、

検査結果が出るまでは、とにかく家族

全員が落ち着かなかったと思う。

　僕がこの本を読んだのはそんな出来

事の後だっただけに、家に帰れば口う

るさい母親と変に頑固な父親がいると

いう当たり前の日常がどれだけ幸せな

ことなのかがよくわかった。そして、

そろそろ親孝行の方法について具体的

に考えていかなければならないと思え

た。まずは「わかりやすい形」からと

いうことで、今は父親の還暦祝いにつ

いて考えている。ケンカすることもた

びたびあるだろうが、これからも仲良

く支え合っていきたい。 

　百人いれば百通りある親の送り方の

一例として、この本を読んでもらい、

親との思い出について振り返ったり、

親孝行について考えるきっかけにして

もらえればと思う。ちなみに井上さん

のこの体験がきっかけで書かれたのが

2015 年 4 月に出版された「葬送の仕

事師たち（新潮社）」である。葬儀社

の社員、納棺師、復元師、エンバーマー、

火葬場の職員など、これまであまり知

られてこなかった「葬送の仕事に関わ

る人たち」について取り上げたものだ。

こちらも面白いので、ぜひ、読んでも

らえたらと思う。
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新聞切り抜き帖から
電力自由化とキムチに想う

森山　輝子（事務局）

4 月 3 日毎日新聞

昔は嫌いだった辛い料理

　私が子どもの頃は、韓国海苔も家で

味付けをしていた。大判サイズの海苔

をガス火であぶってごま油を塗り、塩

をまぶして食べやすいサイズにちぎっ

ていた。当時はそんな家庭が多かっ

たように思う。両親共に日本で生まれ

育ったが、食卓にあがる料理はやはり

韓国料理が多かった。

　魚の煮つけは唐辛子とニンニク入り

のひたすら辛いだけの味付け。その二

誰もが安さに飛びつくと思うな

　朝の情報番組で電力自由化について

の特集をしていた。司会の男性アナウ

ンサーが「主婦の皆さんが一番気に

なるのはきっとここですよね」と自信

満々に言ったかと思うと、番組内のモ

ニターに「ぶっちゃけ、なんぼ安くな

るん？」という文字が大きく出てきた。

バカにするのもいい加減にしてほし

い。安ければいい訳ではない。安さだ

けで電力を選ぶ人ばかりではない。ど

んなエネルギーを利用しているのか、

火力か、原子力か、再生エネルギーか。

その会社が安全や環境に配慮している

のか。

　高浜原発の運転停止に伴い、関西電

4 月 2 日毎日新聞

力は 5月に実施する予定だった電気料

金の値下げを中止すると発表した。こ

の「原発ありき」の構図に虫唾が走る。

　政府は電力自由化に際し、電源構成

比の表示を義務化しなかった。そのた

め公表している会社は少ない。公表し

ていないのなら尚更私たちは自分の

ライフスタイルに合うものを自分で考

えて見極めなければいけない。安けれ

ば誰もが喜んで飛びつく時代はもう終

わったのだ。
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○時々は読む記事もありますが、全般的に内容が高度でむつかしい。もっと誰

でも読める様にお願いしたい。高学歴、専門家向きになっている様に思います。

○人権文化についてより深く掘り下げることで、より広がりを持つことができ

ると思います。そういう意味で、人権文化について自在に思索された巻頭コラ

ムやすてっぷとの連携から生まれた新聞切り抜き帖のような記事をこれからも

期待しています。

○部落問題にこだわってほしい。とくに今もなぜ部落差別が存在しているかに

ついて掘り下げていく必要があると思う。

○戦争を知らない世代で、1923 年の件（関東大震災における朝鮮人大虐殺）、

アンケートのご協力ありがとうございました！

昨年度一年間、機関誌にアンケートを同封させていただきました。的確なご意見、

厳しいご意見、ありがたいお褒めの言葉などがたくさんありましたが、皆さんの意

見を励みにしつつ、紙面づくりに活かしていきたいと思います。いくつかのご意見

を抜粋、掲載させていただきました。ご協力ありがとうございました。

47 号 48 号 49 号 50 号 毎号 400 枚

回収枚数 27 枚 27 枚 26 枚 26 枚 　計 106 枚

住居 豊中市内 大阪府内 大阪府外

46 25 32

機関誌を

読んでま

すか

よく読む 興味のある

ものだけ

写真や見出し

を見る程度

ほとんど読ま

ない

まったく読

まない

59 37 5 2 1

読まない

理由

面白くない 読みにくい 興味がない 内容が難しい

2 2 1 1

つの味しかしないのが幼いながらにと

ても嫌だった。そのせいか、キムチも

ホルモンも好きではなかった。かつお

と昆布で出汁を取り、醤油とみりんで

味付けした煮つけを初めて食べた時は

本当に感動した。

　昔は作るしかなかったキムチや韓国

海苔やチヂミも、今では材料費や手間

暇を考えると買った方が安いし美味し

い。鶴橋に行くと美味しそうなキムチ

屋さんが軒を連ねているし、キムチ作

り体験などのフィールドワークも実施

している。母の作るキムチは美味しく

なかった。母も自分で、「オモニのキ

ムチ、ほんま美味しくないな」と言っ

ていたが、この年になってもいまだか

つてキムチを作ったことのない私が母

を批判することはもうできない。
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インフォメーション 人権文化のまちづくり講座

人権パネル展 障害者差別解消法ってなに？

5 月 18日（水）～ 5月 28日（土）
9時から 17時まで（日曜・祝日は休館日）

“対話”を通してバリア

をなくしていく

～障害者差別解消法を生かすために～

5 月 18 日（水）
18 時 30 分～ 20 時 30 分

お話：松波めぐみさん
（大阪市立大学非常勤講師）

申込：電話、メール、FAX にて受付

（当日申込も可能です）

一時保育あります。5 月 6 日までにお申し込

みください。1歳から小学 3年生まで。

ひとり３００円。

本当に必要なコトって

なに？

～母子世帯への就労支援で学んだこと～

7 月 12 日（火）
18 時 30 分～ 20 時 30 分

お話：佐々木妙月さん
（NPO 法人 ZUTTO 理事）

申込：電話、メール、FAX にて受付

（当日申込も可能です）

一時保育あります。7月 1日までにお申し込

みください。1歳から小学 3年生まで。

ひとり３００円。

少しは知っていましたが、今回でわかり、人種差別、不用な言動。意識をきち

んと持つことの大切さを実感しました。

○編集のご苦労がよく汲み取れる内容だった。深く考えなければならないテー

マの記事が複数あり、ボリュームが多い印象を受ける。記事の本数を減らし、

発行頻度をあげることは無理だろうか。

○沖縄基地問題の現在の状況。本土（この言い方は好きではないが適当な言葉

が見当たらない）では、マスコミが報道しないので。

○学校教育の中でどのように部落問題を扱っているのか、又どのように扱って

いくのか、そこを掘り下げる記事が欲しい。

申込、問合せはまちづくり協会まで！

参加

無料！会場はすべて豊中人権まちづくりセンターです
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あとがき

◇市役所に地区の問合せをするのは高齢

の方が多いように感じた。きっとイン

ターネットができないのだと思う。電話

に出た人に「差別の助長につながるので

お答えできません」と言われれば、子ど

もや孫に「ちょっとインターネットで同

和地区って調べてみてくれへんか」と私

ならお願いするだろう。調べた先に部落

問題を正しく理解するページが出てくる

とは到底思えない。せめて「なぜそこに

同和地区があると思いますか？」ぐらい

は聞き返してほしいと思う。◇いよいよ

障害者差別解消法が施行された。何かを

してあげたり、してあげなければいけな

いのが障害者ではない。障害を理由にし

た「できないこと探し」ではなく、障害

があっても一緒に「できること探し」を

していきたい。◇昨年 12 月に大阪市長

の任期を満了し退任した橋下氏。支離滅

裂な言動にどれほどの人たちが振り回さ

れただろうか。事業の見直しや経費の削

減をするのは結構だが、なんでもかんで

も廃止すればいい訳ではない。長い歴史

のなかで培われてきた伝統文化を一市長

の好みで変えられてしまうのは到底納得

のいくものではない。◇『保育園落ちた

日本死ね』のブログが世間を賑わせた。

政府の対策はその場しのぎの感じもする

が、何もしないよりはいいのかもしれな

い。そんな状況とは裏腹に「子どもの声

がうるさい」と保育園の開園が中止され

たという。泣かない赤ちゃんなんて存在

しない。うるさくない子どものほうが心

配だ。なんとも世知辛い世の中だ。◇恥

ずかしながらスターウォーズシリーズは

何一つ見たことがない。内容は全く知ら

ないが、ダースベーダ―のあの曲は知っ

ている。おもちゃ屋さんでヨーダのフィ

ギュアを見た娘は「嫌や、怖い」と泣

き出した。ルーカス作品は「インディ・

ジョーンズ」が大好きだった。ＣＧも３

Ｄもない時代、あの躍動感にワクワクし

たことを思い出した。◇吉田早悠里さん

のお話はとても面白かった。マンジョの

特権的な役割が被差別部落の担った職業

や役割に似ていると感じた。1 月から 3

月まで再びエチオピアに行かれおり、エ

チオピアからメールの返信があったとき

はインターネットってやっぱり凄いと

思ってしまった。かなりの長文になって

しまったが、これでもかなり省略したほ

うで、著書『誰が差別をつくるのか』に

比べたら序の口。文章を読みながらイ

メージを膨らませられるようになるべく

写真も大きく、多めに掲載したのでぜひ

ともご一読いただきたい。そして、次号

も楽しみにしてほしい。◇ 5 年ぶりに舞

台『焼肉ドラゴン』を観に行った。空港

すぐ傍の国有地の朝鮮人部落を舞台に繰

り広げられる在日朝鮮人家族の物語。ま

さに伊丹空港横の今はなき「中村地区」

がモデル。私のルーツに関心を示さない

夫が珍しく興味を持ったので、出費がか

さんだが一緒に行った。涙あり笑いあり

の濃い 3 時間だった。在日特権を信じ、

ヘイトデモに参加する人も見ればいいの

にと思った。◇まちづくり協会では賛助

会員を随時募集しています。今号には賛

助会費の振込用紙を同封させていただき

ました。1 口 1000 円です。ご協力の

ほどよろしくお願いいたします。



じんけん　ぶんか　まちづくり第 51 号

人権相談をご利用ください

１．人権ケースワーク事業（豊中市からの受託事業）

●定例相談

とき：月曜・水曜・金曜日の９時～１７時

ところ：蛍池事務所（蛍池人権まちづくりセンター内）

電話：０６－６８４１－２３１５

●出張相談

とき：毎月第２・第４木曜日の１３時～１５時

ところ：豊中市役所第２庁舎１階広報広聴課広報係

２．人権相談（自主事業）

とき：月曜日～土曜日、事務所開設時（９時～１７時）に随時受付

ところ：豊中事務所（豊中人権まちづくりセンター内）

電話：０６－６８４１－５３００

mail：jinken@tcct.zaq.ne.jp　

●編集：発行

一般財団法人

とよなか人権文化まちづくり協会
豊中市岡町北 3-13-7　豊中人権まちづくりセンター内
TEL：06(6841)5300　FAX：06(6841)6655
HP：http://www.tcct.zaq.ne.jp/jinken/
ＥMAIL：jinken@tcct.zaq.ne.jp　郵便振替：00960-8-153806
蛍池事務所　TEL:06(6841)2315　EMAIL:bpazk307@tcct.zaq.ne.jp


