8月は「人権尊重社会をめざす県民運動強調月間」です
埼玉県では、「すべての県民がお互いの人権を尊重しながら共に生きる社会」の実現に向けて、
「人権尊
重社会をめざす県民運動」を展開しています。

権
人 それ は愛 インターネットと人権

インターネットには、ウェブサイトの掲示板やＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・
サービス）など、コミュニケーションの輪を広げる便利な機能があります。こうした機能は、パソコンや
携帯電話などを通じて簡単に利用できるようになり、日常生活の中で身近なものとなりました。
一方で、情報を匿名で発信できるため、心ない書き込みから人権侵害につながる問題が数多く発生して
います。その事例として、特定の子どもへの、個人情報や、悪口、嫌がらせなどを書き込む「ネットいじ
め」が挙げられます。
直接的ないじめとは異なり、
「ネットいじめ」では、個人情報などが本人の知らないところで不特定多
数の人たちの目にさらされるため、突然周りとの人間関係がおかしくなってしまい、不登校や引きこもり
となることが少なくありません。中には思い悩んだ末に自殺に至った例もあります。
このように、インターネットは、使い方によって誰もが簡単に人権侵害の加害者や被害者にもなるとい
う危うい一面があります。一度掲示板などに書き込むと、発信者の意図にかかわらず、その内容は瞬く間
に広まり、完全に消すことは容易ではありません。インターネットの特性を踏まえたうえで、人権につい
て理解を深め、利用者がルールとモラルを守り、責任をもって行動することが大切ではないでしょうか。
問合せ 社会教育課

人権啓発フェスティバル

人権教育担当

〜お互いを思いやる心〜

内線482 ／人権・男女共同参画推進室

内線217

ヒューマンフェスタ2017 in 越谷

全国一斉

サンシティホール（越谷市）
①増田明美さん（スポーツジャーナリスト）
による人権講演会
②松伏高等学校吹奏楽部による演奏 ほか
その他 入場無料、先着順、事前申込不要
問合せ
問合せ 埼玉県 人権推進課 ☎048（830）2255

さいたま地方法務局と埼玉県人権擁護委員
連合会は、高齢者や障がい者をめぐる様々な
人権問題の解決を図るための取組として通常
の受付時間を延長するなどして、相談を受け
付けます。
期間 9月4日㈪〜 10日㈰ 8時30分〜 19時
（※9日㈯・10日㈰は、10時〜 17時）

日時
場所
内容

8月23日㈬ 10時〜 15時30分

人権擁護委員に金子洋子氏を委嘱（再任）

平成29年7月1日付け、法務大臣から人権擁護委員に
委嘱されました。人権擁護委員は、人権に関する悩み
事だけでなく、家庭や近隣のことなど様々な問題につ
いて相談をお受けしています。
（関連記事：21ページ「各種無料相談」
）
問合せ 人権・男女共同参画推進室 内線217

高齢者・障害者の人権あんしん相談

特設電話番号

０５７０（００３）１１０

法務局職員と人権擁護委員による相談
（秘密厳守）
問合せ さいたま地方法務局 人権擁護課
☎048（859）3507
内容

小学生環境ポスター展覧会、入選作品が決定しました

問合せ 環境課 環境保全担当
☎（38）0401

第14回杉戸アースデー
（会場：生涯学習センター）
にて、
「環境によい活動・行動を呼び掛けたポスター」
をテーマに、環境ポスター展覧会を行ないました。
応募作品192点の中から来場者に良かったと思う作品に投票をしていただき、14点の作品が
入選作品に選ばれました。入選作品は、町のホームページ（右記QRコード）でご覧になれます。
■入選者一覧（敬称略）※学校順、学年順、氏名順
学校名
杉戸小学校
杉戸小学校
杉戸小学校
杉戸小学校
杉戸小学校
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2
3
4
5
6

氏名
猿渡 圭悟
高橋 里花
馬場 光瑠
竹内
凛
馬場
碧
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学校名
学年
氏名
学校名
学年
氏名
杉戸第三小学校 5
中台 理音 杉戸第二小学校 3
日下部 橙子
杉戸第三小学校 6
工藤
瞳 杉戸第二小学校 5
日下部 暢花
西小学校
5
菊野 めゆ
泉小学校
5
平井 充輝
杉戸第二小学校 2 五十嵐 香偉
泉小学校
6
金子 心夢
杉戸第二小学校 3
浅野
椿

夏休みにどっぷり浸かり、不規則な生活になっていませんか？
宿題がまだ終わっていなくて焦っていませんか？
夏休みの終わりの週を迎えた小・中学生の皆さん、
早朝の図書館に来てみませんか？
皆さんに読んでいただきたい特集展示も用意しています。

夏休み特別企画

朝活図書館

対象 小・中学生（町内外問わず）
※児童・生徒以外の入館はご遠慮ください。
通常開館の9時まで貸出返却の通常業務は行っておりません。
朝活その②

朝活その①

早 朝勉強！開館時間が7時に（申込不要）

図書館を7時から9時まで小・中学生のために独占開
放！新学期に備えて早起きしてみてはいかがですか？
静かな環境で朝勉！勉強が捗ること間違いなし！？

始めます
8月29日㈫〜 31日㈭

ラジオ体操でお目覚めバッチリ（申込不要）

開館10分前（6時50分）に生涯学習センター
南玄関前に集合！
みんなで元気にラジオ体操をしましょう！！

朝活その③

寺 子屋図書館も同日開催（要申込） 9時〜 12時

夏休みの宿題ラストスパート！新学期に向けてスタートダッシュ！そんなお子さんに朗
報です。杉戸町教育相談所の先生たちがみんなの学習をサポートします！
場所 生涯学習センター ボランティア室
対象 小学校1 〜 6年生
定員 各日10名
申込方法 8月23日㈬までに電話、または直接図書館へ（原則１人１日までの申込）
。
※応募多数の場合は抽選、当選者はホームページ掲載及び図書館から電話連絡します。
生涯学習センター・町立図書館

カルスタすぎと

問合せ
町立図書館 ☎(33) 4056

ブックスタートボランティア募集

絵本を通して親子のふれあいの大切さを伝えるお手伝い
をしてみませんか？

ブックスタートボランティアは、3 〜 4か月児健診
の際、赤ちゃんとその保護者に読み聞かせを行い、
「絵
本」を手渡しするボランティアです。
応募要件 ブックスタートに興味がある方、地域の親
子を応援したい方、赤ちゃんと
ふれあいたい方など（経験不問）
活動日 月1回程度
（8月以降の3 〜 4か月児健診日）
活動場所 保健センター
申込・問合せ
町立図書館 ☎（33）4056
申込・問合せ

こわ〜い おはなし会 ······

入場無料

夕暮れ時にろうそくを灯してちょっぴりこわ〜い
『おはなし』をします。みんな来てね！
日時 8月19日㈯ 17時〜 18時
場所 生涯学習センター 集会室1・2
対象 小学生以上
申込 不要（開始20分前より受付）

8月の休館日

7日㈪・14日㈪・21日㈪・
25日㈮・28日㈪
※25日㈮は、生涯学習センターは通常通り開館しま
すが、図書館は館内整理日のため休館します。

申込・問合せ
町立図書館
☎（33）4056

0・1・2歳の絵本さがし…… 入場無料

赤ちゃん向けの絵本や「のりもの絵本」をテーマ
にした絵本を紹介します。
日時 9月6日㈬ 11時〜 12時
場所 町立図書館 おはなしのへや
対象 子育て中の方・子どもの本に関心のある方
（お子様も同席可能）

子ども映画会…… 入場無料（先着順）

日時 8月26日㈯ 15時上映〜（開場14時30分）
場所 生涯学習センター 多目的ホール
内容 「魔女の宅急便」 上映時間 102分

おはなしかい…… 入場無料

「町立図書館 おはなしのへや」で本の読み聞かせ・
紙しばい・手あそび等を行います。
子どものおはなしかい（幼児親子・小学生対象）
日時 毎週土曜日 14時〜 14時30分
（第4土曜日は絵本を使わない素話中心）
ちいさい子のおはなしかい（乳幼児親子対象）
日時 第2水曜日 11時30分〜 12時（赤ちゃんタイム内）

乳幼児健康相談…… 相談料無料

保健センターの保健師が来館し相談を受けます。
日時 9月6日㈬ 10時〜 11時（赤ちゃんタイム内）
場所 町立図書館 おはなしのへや

「赤ちゃんタイム」（毎週水曜日10時〜 12時）
乳幼児連れの保護者が、気兼ねなく図
書館を利用できるよう、館内に軽音楽が
流れ、お子様の元気な声で少々騒がしく
ても大丈夫なひと時です。
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