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村山　おもに機械を扱う仕事をしています。ウォータージェッ
トという、水と研磨剤を混ぜ込み圧力をかけて噴射することで

金属を切断していく機械があり、それを扱って金属を切断して

います。ウォータージェットを扱えるのは上司と自分の二人だ

けで、おもにわたしが一人で担当しています。

るして行うように改善してもらえました。特に要望したわけで

はなく、上司が安全に作業できるように、使い易いようにと、

何度も工夫を重ねてくれて、とても助かりました。女性だけで

なく、男性でも誰でもみんなが楽になったと思います。

　この仕事で図面を見るようになって、寸法を測るとか計算す

るのが得意になりました。私生活でも、この冷蔵庫だとこれく

らいのカゴがどれくらい入るなとか、サイズ感がわかるように

なりました。自然とできるようになってきましたね。

村山　子どもの頃からゲームが好きで、長年の趣味なんです。
休みの日はオンラインゲームなど、よくやっています。ほかに、

昨年、同僚に誘われて職場のグループでキャンプに行ったんで

す。これがきっかけで、すっかりはまって。最近は道具も集め

始めました。種類がたくさんあってすごく楽しいです。先日の

キャンプでは、自分でテントも立てたんですよ。

田島　博物館や美術館に行くのが好きなので、コロナ禍の前
は、それに行くついでに一人旅を楽しんでいました。企画展に

もよりますが、京都や九州の国立博物館が気に入っています。

自分の趣味に友だちをつき合わせるのもどうかなと思って、一

人で行ってみたら、わりと行けたので、それ以来、一人で行く

ようになりました。

　北九州にいた時には行ってなかったのですが、延岡に帰って

来てから行くようになって、ここ数年はまっています。

　2.5 次元 (＊) の舞台鑑賞にも行っていましたが、最近は行

けていません。行くつもりだった舞台がコロナで中止になった

りして残念です。

村山　バーベキューをしたり、みんな仲がいいですね。5年に
一度の社員旅行もあるそうですが、コロナでまだ1回も行けて

いないんです。社員全員で参加する東京の展示会には行きまし

た。溶接用マスクとか、模様のついたオシャレなのもあって、

すごかったです。

田島　わたしはコロナのせいでまだ展示会にも行けてないんで
す。早く行けるようになると嬉しいんですけど。

村山　あと、女性用の作業着はわたしたち女性で選びました。
従来の作業着は水色で、汗が目立って恥ずかしかったのですが、

いま着てるのは目立たない色なので気に入っています。

村山　機械が1日に作れる量は決まっているので、とても忙し
い時にどうやったらできる量を増やせるかを考えるのがたいへ

んです。機械を動かしている時に、自分ができること、次の工

程をどう早められるか、などを考えている時にたいへんさを感

じます。

村山　最近、溶接から離れているんですよ。手があいた時に手
伝いたいので、溶接の練習をしたいです。すでに資格は取得済

みなので。

田島　わたしも村山さんがしているウォータージェットが気に
なります。同じ室内で仕事しているので、自分も手伝えたらい

いなあと思う時はありますね。

HIBIKI INTERVIEW

森山工業株式会社は延岡市大武町の鉄工
団地内にあり、チタン、ニッケルなどの
特殊金属加工で高い技術力を誇る会社で
す。社員 39名中、4名の女性技術職が
いらっしゃいます。今回、村山絵美さん
（入社 4年目）と田島芽依さん（入社 3
年目）のお二人にお話をうかがいました。

仕事だってジェンダーレス！

田島 　おもに溶接
を担当しています。

空調の効いたクリー

ンルームで行うので、

外でやるほど暑くは

ありませんが、火を

出している時には熱

さはありますね。同

じ部署には同僚の女

性がいます。

　元々は北九州の葬

祭専門のお花屋さん

で働いていましたが、人数が少なくハードだったこともあり、

辞めて戻ってきました。ポリテクセンターでは他の人たちとス

タートラインが同じなので、一から学ぼうと金属加工科を選び

ました。延岡は工業の町でもあるので有利かなと思いました。

会社にも元々女性の技術職がいたおかげで心強かったです。

日頃の仕事内容と、会社に入られた経緯を教えてください

お休みはどう過ごしていますか？

職場の雰囲気はどうですか？

たいへんなことってありますか？

やってみたいことは？

入社から３～４年経って、お仕事はいかがですか？

女性でも高齢者でも働ける会社にしよう、というところで採用が始まりました。女性には、男性が気づかないよ
うな気配りがあり、大変助かってます。女性が増えてきたこともあり、これまでもトイレや更衣室等の改善を行っ
てきています。結婚しても続けてもらえるといいなと思います。今後、結婚・出産・育児となれば、勤務時間など
も考えることになると思います。
これからも、自分の強いところ、良いところを伸ばす感じでやってほしいですね。

グループ長の岩切さんからエール

ウォータージェットの説明をする村山さん

森山工業が手がけている特殊金属製のタンク

女性技術職のみなさん＊ 2.5 次元……アニメや漫画、ゲームなどの世界を 3次元の俳優たちが
　　　　　　　ミュージカルや舞台などで忠実に再現したもの

村山　仕事が楽しいです。慣れてきたというのもあると思いま
すが、できることが増えてきて、任せてもらえることが多くな

ったので。今は機械に不具合があっても自分で修理、確認まで

やっています。

　力仕事も一部ありますが、わたしに負担がかからないように

改善してもらえています。例えば、金属切断に使う砂は1袋が

25㎏あるんです。それを持ち上げて階段を上って補充しなけれ

ばならないんですが、それを、ペール缶に入れてクレーンで吊

　大学卒業後、養豚関係の仕事に就いたのですが、股関節を

痛めて退職しました。ポリテクセンターの金属加工科で半年間、

様々な溶接や加工、設計などの経験をしました。ハローワーク

の見学会の時に楽しそうだったのでこの科を選びました。当時

の先生に、「女性でも技術職として採用してくれる会社はありま

すか？」と相談した時に、この会社を紹介されたのが入社のき

っかけです。ポリテクセンターでも女性の方がいらっしゃった

ので「この仕事は男性の仕事」という固定観念はなかったです。

田
た

島
じま

芽
め

依
い

さん村
むらやま

山絵
え

美
み

さん

インタビュー

溶接用マスクをつけた田島さん
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大好きな動物たちの命を守りたい
子どもの頃から猫や犬はもちろん、ヘ

ビでも虫でも生き物はなんでも大好き。
でもアパートで飼えなかったから、よそ
の家の犬たちによく会いに行ったりして
ました。
15年前、父が 59歳の若さで他界。こ

の時、命は儚いものだと実感しました。
一方で、ノラ犬や多頭飼育崩壊などで引
き取り手のない動物たちは、簡単に殺
処分されてしまいます。動物の命は人と
同じ重さでは扱ってもらえない、という
この現実をなんとかしたいと思い、犬猫
譲渡会のボランティアをはじめました。

ノラ猫の繁殖を抑制する
TNR活動を始動
TNRとは、Trap（捕獲して）、Neuter

（不妊・去勢して）、Return（もとの場所
に戻す）の頭文字。不妊・去勢をしない
と、ノラ猫たちは繁殖をくり返し、地域
の厄介者になってしまいます。3 年ほど
前、全国を回って TNRに取り組んでい
る広島の「NPO 法人犬猫みなしご救援
隊」に協力を要請し、念願のノラ猫の不
妊手術を延岡でも受けられるようになり
ました。

大武川に癒された
仕事で落ちこんでいた時、職場のすぐ

そばを流れる大武川の風景が僕の心を
癒してくれました。川にはカニやエビや
いろんな生き物がいます。でも、ゴミも
すごかった。仕事帰りにゴミを拾ってい
ると、夕陽がすごくきれいで、ほんとに
いい川だなあ、と。写真が趣味の職場
の先輩に「川の写真を撮ってくれません
か？」と声をかけると、その先輩もすぐ
に大武川に魅せられて、今では毎日写真
をＳＮＳで発信しています。

僕たちでなにかできないか？ 
ショウガ？
しばらくすると「なんしよると？」と、

地域の人が声をかけてくれました。その
うちに大武川に伝馬船が行き来する物
流の盛んな港町だったこと、地域の守り
神である大武神社の管理が大変になって
きていることなど、いろいろ話をしてく
れました。仲間と「なにか応援できない
かな？」と話すうちに、「神社…、じんじ
ゃ…、ジンジャー…？」「ショウガ、育て
てみる！?」ってダジャレで。大武二区の
志田区長が、「うちの休耕地があるから、
そこ使いね。」って言ってくれました。

生姜シロップができた！
昨年の試験栽培では、1㎏植えて5㎏

の収穫。地区の皆さんと公民館でシロッ
プづくりをしました。「うちの畑も使って
いいよ。」と声をかけてくれる方もいる
ので、これからもっと収量を増やし、そ
の売り上げを神社の修繕・復興にあてる

島野浦島のノラ猫を
“さくらねこ ”に
島には多数の猫が住みつき、ふん害

や魚の干物を荒らすなど、島民から迷
惑がられていました。そこで、島のみな
さんにご協力いただきながら、3年間で
TNR 活動を 6 回行いました。TNR で
不妊・去勢手術を受けた猫は、目印とし
て耳先を花びらのようにV字にカットし
ます。その姿から“ さくらねこ ”と呼ば
れたりします。これまでに、約 9割の猫
にTNRを実施し、100匹以上の “ さく
らねこ“ が、島に帰って生活しています。
「飼い主のいない猫」に関わる苦情や殺
処分がなくなり、猫たちが島の人とうま
く共生していけたらいいなと思います。

中途半端に餌をあげないで
犬や猫に餌をあげるということは、そ

の命を生かすこと。去勢をしていない猫
は、パートナーを見つけようと動きまわ
り、車にひかれて命を落す事故が絶えま
せん。餌をあげるなら、責任をもって不
妊・去勢手術までしてあげてください。
人と共存するために繁殖を抑制し、猫の
一代限りの命をまっとうしてもらいたい
と思います。

計画です。地元の住人じゃない僕たちの
活動を、興味を持って寛容に受け入れて
くれる地域の皆さんに、心から感謝です。
志田区長には、親戚のおじちゃんみたい
になんでも相談しています。

僕らの理念は、未来を
みすえた環境保護
あるものを再利用し

て、環境の土台をしっ
かり守りながらまちづ
くりをしていくことを目
指しています。エネル
ギーを使う、ゴミをた
くさん出す、そんなイベ
ント企画では、やってる
意味がないと思ってま
す。だから、ショウガ
にもぜったい農薬は使
いません。ここ港町大
武の先人のみなさんは、命がけで海を渡
り、延岡の発展や子どもたちのために使
命を果たしてきました。僕もそれくらい
の使命感を持って、次の世代にみんなが
幸せで安心して住める地球、地域をきち
んとつないでいきたいです。今は自分た
ちがやる番なんだと。だから、ほんとに
地道にやらないといけないので、なかな
か進まない。でも、ここは譲れません。

　   天下一光っちょるひと
楽しみながらカジュアルに、
ひとりひとりができることを
娘たちが楽しそうにご飯を食べてる姿

をみると、涙がでそうになります。30
～ 40年後、この子たちはちゃんと笑顔
でご飯食べれているのかなと。今の生活
スタイルのままでは、地球があと2.7個分

必要とか言われています。でも堅苦しく
発信しても、なかなかみんな興味もたな
いですよね。状況は深刻だけど、一人ひ
とりが変わっていけば、きっといい未来
が待ってるはずなんです。地域の皆さん
と一緒に楽しみながら、盛り上げていき
ます。

犬猫愛護のボランティアグループ
「アニマルバディ」

人間を含むすべての動物（Animal）が
お互いに支えあい、共存し、親友のよう
な関係（Buddy）を築いていくことを目
標に、約30名のメンバーが活動していま
す。スタッフはもちろんですが、譲渡会
の会場を提供してくれる方、生後間もな
い猫のお世話をしてくれるミルクボラン
ティアなど、私たちの活動は沢山の支援
に支えられています。
地域で一生懸命に生きている犬や猫

に物を投げたりせず、どうぞ優しく見守
ってください。私たちはこれからも犬猫
の殺処分がなくなることをめざして活動
していきます。

めざすのは 殺処分ゼロ 大武神社 Yell プロジェクト
～ ショウガ（ジンジャー）で神社を応援（エール）するプロジェクト ～

 ひら    の    ゆう    こ

平野裕子 さん
動物愛護団体
アニマルバディ代表

 まつ  もと  のり  ゆき

松本憲征 さん
環境保護団体
0024oDAKE River project

プロジェクトリーダー
清松園やわらぎの里

勤務

定期的に
犬猫譲渡会を開催しています
ホームページからご確認ください
https://animarutnr.amebaownd.com/
日々の活動に必要な支援物資・支援金をお願いします

特に常時大量に消費するペットシーツ ワイド、猫用トイレ砂
の寄付をお願いしたいです。活動に賛同していただき、支援物資・
支援金を譲渡会へ持参してくださると嬉しいです。メールへのご
連絡もお待ちしております。　animaru112828@yahoo.co.jp

松本さんと志田区長

0024oDAKE River projectの活動は
ホームページやYouTubeで視聴できます
https://nori1006matu.wixsite.com/0024-1
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コロナ禍の拡大は、雇用環境の悪化となって、とりわけ非正規で働く女性たちに深
刻な影響を及ぼしています。また、これまで見えてこなかった「生理の貧困」が問題に
なっています。
「生理の貧困」とは、生理があるにもかかわらず生理用品を入手できない状態のこと。
家庭の環境や経済的な理由から生理用品を十分に買うことができない学生は、5 人

に 1 人ともいわれ、日本だけでなく世界各国の問題として注目されています。
延岡市では、この「生理の貧困」の一助として、生理用品の
寄付 BOX を設置し、ひろく協力をよびかけています。

【寄付ＢＯＸの設置場所】
●コープ浜町店　●コープ北小路店
●なんでも総合相談センター（市役所 2F）
● 男女共同参画センター（桜小路、川中コミセン 2F）

生理用品の寄付にご協力ください！

市民グループ「のべおか男女共同参画会議 21」は、男女共同参画週間にあわせて市役所市民
スペースで、SDGs や男女共同参画に関するパネル展示をしました。また、「コロナ禍のなか
でもできることを」と、全国で広まっているシトラスリボンをつくるワークショップを行いました。

シトラスリボン運動とは…　だれもが新型コロナウィルスに感染するリスクのある時代になっています。感染
した人、濃厚接触者、医療従事者やその家族などに対して、偏見や不当な扱
いがあるとの報道を目にします。
みんなが普段どおりの生活が送れるような優しい地域づくりをすすめるため、
リボンを身につけて、「ただいま」「おかえり」の気持ちをあらわそうという活
動です。シンボルのリボンは、活動をはじめた愛媛の特産、柑橘（かんきつ）
をイメージしたシトラスカラー（黄緑色）。

◆生理用ナプキンの支援を聞き驚いています。自分のことは後回しになり
長時間交換せずにいたり、衛生面には良くないのですが、ティッシュを
使用したりすることも。いただいて本当にうれしかったのと、自分のこ
とを大切にされている気持ちになりました。

◆幼いころ母親からナプキンの使い方を教わったことはありません。今回
いただいたとき、母親から教わったような温かい気持ちになりました。

◆自分のことが後回しになり、衛生面から通院しています。この活動は広
報や新聞等で知りましたが、なかなかプライベートの声をあげられませ
んでした。さりげなく渡していただいてありがたかったです。

◆生理用ナプキンをありがとうございます。生活が大変な私にはとてもあ
りがたいです。

◆生理不順で婦人科に通院しているので、けっこうお金がかかっています。
生理用品をいただけるのはとてもありがたいです。

◆本当に助かりました。こどものオムツにミルク、離乳食や服、そういう
のにお金がかかってなかなか買えない人のために、こういった支援を続
けていただきたいです。

◆生理用ナプキンをありがとうございました。ナプキンは使う日数が多い
です。私の場合はおりものの量が多いので非常に助かります。尿とりパ
ッドもよく使います。出産して骨盤がガタガタになりちょっとしたことで
尿が漏れるからです。なかなかの金額で手が出ないので、ナプキンと
一緒にパッドもいただけたのでありがたかったです。

尿もれパッド、吸水ナプキンの寄付もウェルカムです

【配布しているところ】
○ なんでも総合相談センター（市役所 2F）
○ 男女共同参画センター（桜小路、川中コミセン 2F）

※支援団体などからも直接届けていただいています。

生理の話って、こそこそ話さなきゃいけないようなタブー感
があって、気軽に話せない。

「生理はかくすもの」という意識が根強くある感じがします。
助けが必要なときに、気がねなく言えるような話題にしてい
くことが大切です。
月経は排泄と同じで、人の身体の自然な生理現象です。
トイレットペーパーがどこのトイレにも置かれているように、

“ナプキンも置いてあるのが普通”の社会になってほしい。

VOICE

女だから、男だから、ではなく 私だから、の時代へ
男女共同参画週間 6/23 ～ 6/29 令和３年度「男女共同参画週間」キャッチフレーズ

必要な方に
お渡しします

（6月9日～10月10日）
個人や事業所、グループから
寄せられた生理用品
１,１３３パック
お渡しした生理用品
６５８パック
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延岡でも、女性、男性にかかわらず、パートナー
から暴力やハラスメントをうけている人がいます。

内容別にみると、身体的な暴力をうけたり、性的行
為を強要されたという被害者は、その多くが女性です。

今般のコロナ禍では、生活不安や外出自粛による
ストレスから、家庭内での暴力や虐待の増加が懸念
されています。

どんな理由があっても、暴力は決して許さ
れない行為です。

パートナー（夫や妻または恋人）からなんらかの暴力をうけた経験はありますか？

受けた暴力の内容（複数回答）

女性（回答者 307人） 男性（回答者 244人）

DVとは…… 夫婦、恋人など親密な関係の中で起きる様々な形の暴力 ……
体力、経済力、社会的パワーで優位に立つ者が、力を使って相手を一方的に自分に
従わせ支配し管理しようとする行為です。

これって DV です
身体的暴力　 殴る、蹴る、髪の毛を引っぱるなど
精神的暴力　 脅す、ののしる、卑下する、無視するなど
経済的暴力　 生活費を渡さない、借金を重ねるなど
社会的暴力　 電話やメールの監視、親兄弟や友人とのつきあいを禁じるなど
性 的 暴 力　 性行為を強要する、避妊に非協力など

　　　　延岡市男女共同参画センターでは
家庭内の悩みや DV の相談を受けています。
お気軽にご相談ください。

☎ 0982-22-7056

2018年度 2019年度 2020年度

相談件数 419 件 331 件 318 件

うちDVの相談 139 件 83 件 87 件

回答者数：551 人（女性 307人、男性 244 人）/ 調査対象者：2,000 人（男女各1,000 人）

命の危険を感じるくらいの暴行を受けた

医師の治療が必要となる程度の暴行を受けた

医師の治療が必要とならない程度の暴行を受けた

いやがっているのに性的行為を強要された

大声でどなられた

「誰のおかげで生活できるんだ」とか「甲斐性なし」と言われた

交友関係や電話を細かく監視された

なんでも勝手に決められ命令された

何を言っても無視され続けた

生活費を渡されない

見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せられた

87人

女性（116人）

男性（  61人）

39人

経験がある
116人

（37.8％）

経験がある
61人

（25.0％）

経験がない
163人

（53.1％）
経験がない
138人

（56.6％）

未回答
28人

（9.1％）

未回答
45人

（18.4％）

6人

26人

22人

26人

25人

19人

13人

33人

24人

5人

3人

9人

14人

5人

12人

6人

3人

3人

7人

4人

男女共同参画社会づくり市民意識調査レポート（2019年11月実施）
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あなたの危機を
救ってくれるかもしれない本

「夫のトリセツ」
著者　黒川伊保子　　
購談社＋α新書
定価 902円

延岡市人権セミナーのお知らせ

人工知能研究者、脳科学コメンテイターである黒川
伊保子氏のトリセツシリーズ。

コロナ禍、夫が家にいる時間は圧倒的に多くなった。
「この買い物袋、重たいのよ。どうしてキッチンまで運ん
でくれないの？」リビングにいる夫に気が付いてほしいの
に…。「ねぇねぇちょっと聞いて～」PTAやご近所づきあい、
今日の出来事を少しばかり愚痴りたいだけなのに正論で
戒めてくる夫。（あ～、だんだん夫との距離が離れていく…）
しかし、どうやら、これらの夫の反応は『脳』の違いに
よるものらしい。今ならまだ間に合う！と黒川さんは言う。

この本を読むと、「え～ホントに？」と目からうろこの出
来事ばかり。

ひょっとしたら、この本を読むことで「腹立たしい夫」が
「案外いい夫」に変わって夫婦の安寧をもたらしてくれるかも
しれない。ちなみに「妻のトリセツ」「定年夫婦のトリセツ」他
トリセツシリーズが我が家の危機を救ってくれた（笑）

〇と　き　令和３年12月９日㈭ 14：00～15：30
〇ところ　カルチャープラザのべおか

〇講　師　今
い ま い

井 心
も と こ

子さん、今
い ま い

井 総
そうじろう

二郎さん
（一般社団法人バリアフリーサークルこゆ）

心子さんのモットーは、親の元気は子どもの元気！ 今年４月
友人とともに（一社）バリアフリーサークルこゆを立ち上げ、
誰もが認め合える共生社会を目指して活動中。総二郎さんは、
乗り物好きで何かに乗って出かけることへのエネルギーは無
限大！ 今年 3 月支援学校高等部を卒業後、障害者自立応援
センター YAH!DO みやざきメンバーとして活動中。

【問い合わせ】延岡市障がい福祉課
Tel 22-7059 / Fax 21-0203

〇と　き　令和４年１月21日㈮ 13：30～15：00
〇ところ　カルチャープラザのべおか
〇講　師　松

まつむら
村 元

もとき
樹さん（公益財団法人反差別・人権研究所みえ）

部落解放・人権研究所の理事として、また、ネットと部落差
別研究会の研究員として、これまで全国で多数の講演実績を
有する。昨年度は、新型コロナ差別問題をはじめとする様々
な人権問題について、テレビ、雑誌の取材を受けられたほか、
執筆をされるなど幅広く活躍。

【問い合わせ】延岡市教育委員会社会教育課
Tel 22-7032 / Fax 33-6874

※のべおかCOIN対象イベント  1回参加につき200ポイント付与

タイトル

堀之内 タミ さん
（レスパイトサービスあるたすLLC.統括施設長）

馬 場 和 久 さん （0982株式会社 代表）「 響 」
「行縢山とヒガンバナ」

題字
写真

児童発達支援、放課後等デイサービス、保育施設の施設長を
務めるかたわら、市民団体「子どもネットワークのべおか」の理事
として、県北の子ども達の笑顔のためにできることを日々積み重ね
ていっているところです。
題字に関しては、「響」と名づけた想い
を何度も読み、想像し、声や気持ち、雰
囲気のほわんとした優しさの跳ね返りを感
じたので、魂をこめて優しさと真の強さを
わたしなりに表現してみました。

元々地元夕刊紙の記者だったことから写真を撮る機会は
多かったのですが、趣味として本格的にのめり込んだのは
６年ほど前からです。
祭りなどのイベントだけでなく、四季
折々、日々変化する宮崎県北の風景を
写真に収め､ 一時期は宮崎県美展、
延岡市美展などのコンテストにも積極
的に作品を出していました。
時間帯、天気によっても様 な々表情を
見せる宮崎県北の自然が大好きです。

延岡市男女共同参画センター
◎配偶者等からの暴力・男女共同参画等に関する相談
　☎ 0982-22-7056
◎借金・消費生活に関する相談
　☎ 0982-26-0111
　消費生活に関する無料弁護士相談

（要予約）
延岡市男女共同参画推進室
延岡市消費生活センター
延岡市桜小路 360-2（川中コミセン 2F）
月～金 8:30 ～17:15（祝日・年末年始は休み）

悩んでいるのはあなたひとり
ではありません。
勇気を出して一歩踏み出して
みませんか？
相談は無料。秘密は守ります。
お気軽にご相談ください。

新型コロナウィルス感染症のワクチン接種も進んでいる
とはいえ、収束までにまだまだ不安な日々が続いていた
この夏。取材時や編集会議では、感染防止に十分気をつけて
行ってきました。そんな状況の中、取材先の個人・団体や
職場で不自由を感じながらも活動や仕事に懸命に取り組んで
いる姿には、今後の男女共同参画社会を見通す上で参考に
なることが多々ありました。大変な時期に取材に応じて
くださった皆様、本当にありがとうございました。（Ｋ）

編集委員／興梠由美、磯田志乃、山本裕見子、佐藤純子、平野浩美

編集後記

地域で自分らしく生きるために
～ 寝たきり僕と母ちゃんの奮闘記 ～

「自分は差別をしていないからいい」がもたらすこと
～ 部落問題を軸にマジョリティの特権を考える～

『響』には、「声・音が伝わる。」「声・音が跳ね返ってくる。」
「広く知れ渡る。」「影響を与える。」「心に感じさせる。」等の
意がある。この『響』が、あなたの心に響き、影響を与え、
あなたからの情報が「打てば響く」ように跳ね返ってきて
ほしい。「あなたと響き合いたい」との気持ちでいっぱいです。


