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北九州市が同和対策事業を行うに当たって大明に

してきたものは、「もやいの心Jで した。また、昨

年10月 に示された「人権教育のための国連10年北九

州市行動計画Jの 基本理念を支える考えのひとつも、

こころの「もやい」を大切にするまちづ くりです。

近ごろは、地域での人間同士のつながりが希薄に

なりがちで、人と人があ、れ合う中で、お互いが成長

するという大切なことを忘れているようなところが

見られます。

「相手の立場に立って考えるJ、 これが人権・同

和問題を解決する基本です。つまり、自分の問題と

してとらえるということです。しかし、現実には相

手の立場に立って考えているでしょうか.相 手の痛みが本当に分かっているでしょうか。分かっているつもりで終わっているのでは

ないでしょうか。「つもりJでなく、本当に人の気持ちが、人の痛みが分かるためには、分かるための努力が必要です.そ の努力を

する過程で、今まで見えなかったものが見えてくるのです。

|こ の映画の主人公、奈津子の次の言葉が強く心に残ります。「私の周りにも、私を照らしてくれる人がいる。人はみんな照らし合

って生きているんですね。そう、みんな…私、身体がこんなになって死にたくなったこともあったけど、もう逃げません。前を向い

て生きていきます。そしてきっと、自分のいのちの灯を見つけます。J

そうです。私たち一人ひとりが持っている豊かなこころの灯をともし、

たいものです。  ●価格(税別):46ミ リ版¥265,000/ビ デオ版¥80,000
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こころの「もやいJを大切にしながら強く生き抜いていき

4ヽ6ミリ、ビテイの宇早入りもこさし,ま す.(c r 6078〕  上映時間 48分
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企画意図

ポイント 障害者1問題 共1生1社1会

同|‐ 禾■1問1題 1同胞|の精神

女
‐
性 1問1題 鳥晃黒3,9募尋♂

あなたに とって「人権」って何ですか Pあ なたは、 自分 を大切 にす るよう

に周 りの人 も大切に していますか P

時代 は今、「人権の世紀」 とも言われる211■ 紀 を迎 えようとしています。

しかし、現τにはどうで しょう P

私たちの身の|」 りには、人を軽侮 した

ています。

何故、差別は起こるのか、人は何故、

この疑間に応える作品はできないかと

制作のテーマに設定 しました。

そして、「人間は尊厳 と権利 とについて平等である」「人間は互 いに同胞の

精神 を もって行動 しなければならない」という条文の意味を、一人ひ とりが

自分の問題 として とらえていただ こうと考 えました。

この映画では、人生の中途で障害を持つ身 となった奈津子 とその恋人・雅

人 (母親が同和地区出身 )、 そして盲 目の老人・昭吉 との関わ りや家族 を合 め

た周 りの人々 との関係 を通 して、「人権」とは何かを問いかけ、何故、人が人

の人権 を無視 し差別す るのか、 また人が生 きて行 くうえて
゛
大切 な「同胞の精

神」 とは何なのかを見る人に投げかけています。

この作品を通 して、人権問題 とは、差別 される側の問題ではな く、差別す

る側の問題であるということを認識 していただ き、差別す る心理の背景 とは

何 なのか、同胞の精神 をもって行動す るとはどういうことなのかを自分 自身

の問題 として考 えていただ きたい と思 います。 「今の自分を受け入れることだよ。自分を愛せ
な<て他の誰が愛せる。」

あらすじ
古賀奈津子は25才 のツアーコンダクター。赤沼雅人 という恋人がいたが、結婚 には奈津子の父・浩正が反対 していた。雅

人の母親が同和地区出身だ という理由で…。

奈津子が添乗す る唐津バ スツアーに、水江昭吉 という目の不自由な老人が参加 した。「国が見 えないのに何が楽 しいんだ

ろう」というツアー客の陰口があつたが、奈津子は少 しで も旅を楽 しんで貰お うと昭吉 に親切 に接す る。自分史を書 こうと

思った昭吉は、若 い日の記1意 を辿 るためにツアーに参加 したのだつた。帰途、バ スの中ぜ空缶につ まづ きケガを して しまう

昭吉。添乗員 として責任を感 じた奈津子は、入院中の昭吉を見舞 う。

昭吉を見舞った後、雅人 とのデー トに急 く
゛
途中、奈津子は交通事故 に遭 うc下半身不随の重傷 に、浩正は「奈津子の人生

は終わったような ものだ」とΠ莫く。雅人は浩正か ら事実を告げ られ、奈津子 と別れるように促 されて重力揺す る。 もう一生歩

けない と知って自暴 自棄になる奈津子 /r・ 、母・紀子はかば うのだった。

雅人は悩んだ末、奈津子の足 になろうと決意 して病院を訪れるが奈津子か ら拒 まれる。昭吉 も見舞いに訪れたが、奈津子

の深 い悲 しみを察 して会わずに立 ち去 るのだった。

雅人の献身に奈津子の心は少 しずつ開 き、ソハビソを始 めるようになる。退院 した奈津子が車椅子で動 きやすいように部

屋 を改造する浩正 と紀子。

奈津子の もとに、藍島に住む昭吉か ら手紙が届いた。奈津子を励 まそうと、自分史の一部を書 き送って くれたのだ。そこ

には、戦争で失明 した昭吉が、絶望の中で見つけた『いのちの灯』の ことが綴 られていた。

手紙 に心llJか された奈津子は、島へ渡ろうと決意す る。 そこへ雅人か らの電話が入った。奈津子 を心か ら愛す る雅人は、

改めてプロポーズす るのだった。

奈津子は雅人に感謝 しなが ら自分 自身の心を確かめるために、弟・元樹の協力で藍島へ向か う。Fい のちの灯』は奈津子の

心 にともるのであろうか…。
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り無視す るなどの差別事象が起 こっ

差別す るのか P

、今回、世界人権宣言第 1条を映画

●03-3535-3631

806-6345-9026
8082-249-3930

8087-851-3766

8052-971-0923
8092-262-3101

8011-231-1439

「俺たちこそが古い者えを正し、差別をな<し
ていかなければならないんだ。」

「男でも女でも、自分の可能性を最大限に生か
して生きればいいんじやない。」
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