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委員会主催 の 活動報告   

運営委員会 

 と  き  9月7日（月） 

 と こ ろ  筑紫野市生涯学習センター男女共同参画プラザ 

 参 加 者  運営委員 4名 

 次回予定  10月7日（日）19時～ 

       筑紫野市生涯学習センター男女共同参画プラザ 

 

委員会 

 と  き   9月14日（金） 

 と こ ろ   筑紫野市生涯学習センター男女共同参画プラザ 

 参 加 者   委員8名 

次回予定   10月12日（金）10：00～ 14：00   

＊今年度は第 2金曜日を定例とします。 

 

サイコドラマ 
 と き  9月19日（水）10時～12時 

ところ  山口コミュニティセンター学習室２ 

講 師  大山和宏さん（精神保健福祉士） 

 参加者  会員7名 

 

 今回は、はじめての方 2名を含めて、7 名の参加でし

た。 

最初に、『震源地はだれ？』のアイスブレイク。講師の大

山さんも参加されて全員で 8 名。7 名分の椅子を丸く設

置して、鬼役の一人が廊下にでます。その間に「震源地」

＝動作を始める人を決めて、鬼が入場。鬼は真ん中に立

って、自分の好きな方向に向きを変えながら、だれが震

源地なのかを当てます。これがなかなか難しいのです。 

  

 次はいよいよサイコドラマです。2 つのグループに分

かれて、「秋の思い出」について話し合います。私のチー

ムは3名。そのうちの一つ、最近毎月十五夜に団子を作

って家族で食べるという話をドラマにしました。私はお

母さん役をしたのですが、小学生役の娘が「めだかの形

を作ったよ」と見せてくれた時に、「ああ、こういう時が

うちにもあったなあ、すっかり子どもが大きくなって、

忘れていた感じだな。」と思いました。 

 

 最後は、車座に座り、今日の感想など出しあいました。 

私は、同じグループの方が話されている時に、その光景

が色つきで浮かんでくるような感じがしました。まだま

だ奥深く、発見があるサイコドラマです。 

（報告・感想：中尾啓子） 

 

 

署名スタート集会 
と き   11月２日（金）10:00～12:00 

ところ   筑紫野市内コミュニティセンター 

 ＊今年は演劇を取り入れて、署名を集める際に考えられる場面を実際に演じてみたいと思います！ 

毎月運営委員会1回、委員会1回を

開き、会の運営について話し合いをし

ています。 

子どもをとりまく状況をていねいに

話し込み、学習会などの企画も行って

います。 

 

＊サイコドラマは、アメリカの精神科医モ

レノの案出した集団心理療法。課題解決を

必要とするドラマを即興で演じ、その演技

の中で潜在的な自発性と創造性を発揮さ

せ、自己表現を行わせる技法。心理劇。 

 

今年度開催予定   

変更等ありますので、ご確認のうえご参加ください。 

・12月 17日（月）・3月 18日（月） 

 毎年 30 人学級と私学助成拡充署名を集めるに

あたり、集会を開いて学び合いをしています。 
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委員会主催 の 活動報告   

30人学級と私学助成拡充署名活動 

議員懇談 

 

 

 

協議会主催 の 活動報告   

子どもと憲法 
 

と き   9月29日（土）講演  13：00～14：30   

おしゃべり会 15：00～16：00 

ところ   福岡市中央市民センター大ホール 

売れ券   協議会全体 433枚 

ちくし教育を考える会  53名 

参加者   ちくし：大人48名 18才以下1名 

 

 憲法の基本から、子どもの権利、ＰＴＡ、憲法の改正、

虐待について、憲法に書かれた希望について考えるという

幅広い展開で、ユーモアを交えて話され、あっという間の

90分でした。詳しくは協議会ニュースをお待ちください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 協議会主催で、年に1回の大講演会を

企画運営します。今年度は憲法について

学ぼうと開催しました。 

9月8日 井上忠敏さん（緑友会／小郡市／県議）

参加：会員 5名 

 

「これからは人づくりに邁進したいと思います。

一緒にがんばりましょう。」 

 

講演会後のおしゃべり会も開催！ 

心に残った言葉やこれから私にできる小さな

ことなど、グループで話しました。 

（ちくしより 4名参加） 

＊原竹岩海さん（福岡県議会議員/筑紫野市）

より祝電をいただきました。 

 

～参加された方の感想より～ 

憲法や条約など頭でわかっているだけではだめですね。日常に引き寄せて考えてみることが大切なんだな

と思いました。ただＰＴＡなどの問題にしても、日常は意外と視野が狭くなるから、今回の学習会のように、

角度を変えた視点の話を聞くことは必要ですね。子どもたちが心豊かに育つ生活環境を！ 社会的な厳しさ

も含めて、あきらめずに活動していきたいですね。 
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委員会主催 の 活動報告   

子どもの権利条約学習会 
 

と き   9月7日10：00～13：00 

ところ   筑紫野市筑紫南コミセン 和室 

講 師   平野裕二さん(熊本学園大学非常勤講師、 

子どもの権利条約ネットワーク運営委員) 

参加者   23名（会員18名・会員外 4名・先生1名） 

 

◇国連・子どもの権利条約ができるまで 

 国際的な流れには２つある。１つは、弱い立場に置か

れた子どもに特別な保護を提供しようとする流れであり、

もう１つは国連を軸としてすべての人の人権保障を強化

していこうとする流れである。10 年間の審議を経て、

1989年 11月 20日に国連総会で採択（無投票）。現在の

締約国数は 196か国（2018年2月3日現在）。日本は1994

年4月に批准（158番目の締約国）。パレスチナ国（2014

年 4月 2日）、南スーダン（2015年 1月 23日）、ソマリ

ア（同 10月1日）の加盟により、未批准国はアメリカの

みとなった。アメリカが批准していない主な理由として

考えられるものは、外交分野とくに人権・環境分野にお

ける孤立主義的姿勢、子どもの権利条約が子どもの自立

権（autonomy）を全面的に認めているとの理解（これは

ある意味誤解であり、子どもが好き勝手して家族が崩壊

するとの考え）、子どもの権利条約における社会権（たと

えば教育・健康への権利）の承認、連邦と州の管轄の競

合などがある。アメリカは人権や環境に置いては我が道

を行きたがる傾向があり、フリーハンドを保っていたい

と考えられる。 

 

◇子どもの権利条約の特徴と構成 

３Ｐ＋Ｄの原則がある。Provision（供給・条件整備）、

Protection （ 保 護 ）、 Participation （ 参 加 ）、

Development(発達)。日本ユニセフ協会では、生きる権利、

守られる権利、育つ権利、参加する権利とされる。「保護

の客体」としての子どもから「権利行使の主体」として

の子どもへ、子どもの見方を大きく変えた。子どもや子

どもをとりまく大人のエンパワーメント、持っている力

を十分に発揮できるよう支援していくことが国レベルで

大事である。全国では３０を超える自治体が子ども条例

を作り、福岡県内では５つ（筑紫野市・志免町・筑前町・

宗像市・川崎市）。年に１回シンポジウムが開かれる。 

 

◇国連・子どもの権利委員会とは 

子どもの権利条約第 43条に基づき、各締約国における

条約の実施状況を審査するために設置された機関。締約

国から推薦・選出された 18人の委員から構成され、年に

３回スイスのジュネーブで各３週間の会期を開いて活動

している。委員会の活動は、建設的対話の精神に基づく

「報告制度」の枠組みの中で行われる。締約国から定期

的に提出される報告書及び審査の場における政府代表団

の説明を基本とし、国際機関や NGOから提出される情報、

他の人権条約機関の勧告等も考慮しながら条約の実施状

況を検討して、『総括所見』(最終見解)において問題点の

指摘とその解決のために必要な措置の勧告を行うもので

ある。締約国はその勧告を誠実に検討・実施し、次回報

告書でその実施状況等について報告することが要請され

ている（誠実応答義務）。締約国は最初は２年以内に、そ

の後は５年ごとに実施されるが、なかなか誠実に提出す

る国も少ないのが現状である。 

 

◇国連・子どもの権利委員会による日本の報告

書審査 

 今までの勧告では、「競争主義的な教育制度

の見直し」（競争の激しい教育制度が締約国に

存在すること、ならびにその結果として子ども

の身体的および精神的健康に悪影響が生じて

いることを踏まえ、過度のストレス及び学校忌

避を防止かつそれと闘うために適切な措置を

取るよう勧告する）等がなされている。 

（報告：中尾啓子） 

 

（

 

～みなさんの感想から～ 

・権利や憲法についてもっと知りたいと思いました。 

・むずかしい内容でありましたが自分のものにできる

ようがんばります。子どもの権利大事です。 

・学習会でわからなかったところが、ワークショップ

のグループで話す中でわかり、よかったです。 

 

学習会後、ワークショップで内容を深めました。 
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委員会主催 の 活動報告   

清水きよしさんのパントマイム 
と き   9月21日 

ところ   筑紫南コミセン 研修室１ 

出 演   清水きよしさん 

参加者    

 

 清水さんは、打ち合わせの時から、優しい雰囲気とやわらかい言葉で、話しかけてくださいました。 

パントマイムの始まりは、来場者たちとの風船のやりとり。投げたり投げ返したり、割れてしまったり・・・。 

ひまわりを育てて花開き、倒れてまたそれを起こして、傷口にバンドエイドを貼り、かわいがる様子が心に残

りました。その後無音での予定だった演目に、見に来てくださっていた会員の内藤さんが篠笛で参加してくだ

さいました。生演奏とパントマイム、すばらしい世界が広がりました。 

 公演後、当日急きょ音楽テープ担当になり舞台袖で見てくださった平田さん西川さんに、清水さんからお礼

の言葉がかけられました。豊かなあたたかい気持ちに包まれながら、家路に着きました。 （報告：中尾啓子） 

 会員の交流会も兼ねて、世界的

に活躍される清水きよしさんをお

迎えし、開催しました。 

～参加された方の感想より～ 

 清水清さんの豊かな表現力に驚きました。初めて見たパ

ントマイム。正直テレビで見る階段を上ったり下りたり見

せるようなものだと思っていたのですが、全然違いました。

とても芸術的でした。何歳になっても人生はすばらしい、

それを伝えられる清水きよしさんが素敵でした。 

総会に続いて、中学生

の作った美味しいお

菓子！ありがとうご

ざいました。 


