
 

令和 2年度 第 3回白山会館運営委員会次第 

 

【書面会議】 
 

 

次 第 

 

 

 

１ 委嘱状交付（新任委員の方へ委嘱状を同封しています） 

 

 

２ 議  事 

・白山会館開館 50周年記念事業準備委員会 委員案について 

 

 

３ そ の 他 

  ・令和 2年度今後の研修会予定について 
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白山会館開館 50周年記念事業準備委員会 委員案について 

 

 昭和 47年設置の白山会館は、令和 4年に 50周年を迎える。ついては、今年度から 50周年記念

事業の内容を検討する準備委員会を発足する。 

 

１ これまでの記念事業 

 ○ 30周年記念 

   ・平成 14年 1月 準備委員会発足 

   ・平成 14年 5月 実行委員会発足 

   ・記念事業 

    【開催日】平成 14年 10月 6日（日） 

    【場 所】上越市市民プラザ 

    【内 容】記念式典、記念講演会、記念祝宴、記念誌及び年表の作成 

         （記念講演内容） 

          演題：「同和」教育活動で学んだこと 

～つらい思いをしている生徒にかかわって～ 

          講師：新潟県人権・同和センター事務局長 高山 弘 様 

 

 ○ 40周年記念 

   ・平成 24年 2月 準備委員会発足 

   ・平成 24年 4月 実行委員会発足 

   ・記念事業 

     【開催日】平成 24年 10月 14日（日） 

     【場 所】高陽荘 

     【内 容】記念式典、記念講演会、記念祝宴、記念誌及び年表の作成 

         （記念講演内容） 

          演題：部落の完全解放をめざして 

～亀井喜代二氏の思いによせて 

          講師：部落解放同盟新潟県連合会 執行委員長 長谷川 均 様  

 

２ 50周年記念事業開催までのスケジュール 

 ○ 準備委員会の発足（令和 2年度） 

   ・開催時期 令和 2年 11月下旬、令和 3年 2月 

    ・検討内容 開催日時、会場、事業内容 

 

 ○ 実行委員会の発足（令和 4年度） 

   ※令和 3年度は、引き続き準備委員会として事業の検討を進める。 

令和 4年度に準備委員会の構成員を実行委員会委員として委嘱する。 

 

 ○ 50周年記念事業開催（令和 4年） 

議事 
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３ 準備委員会 委員案について 

・構成  白山会館運営委員会、部落解放同盟上越支部、北本町 4 丁目町内会、上越市、上

越市教育委員会 

       （40周年事業開催時と同じ構成とする ※「参考資料」参照） 



白山会館開館 30・40周年の準備委員会・運営委員会の構成及び 50周年（案）について 

 30周年 40周年 50周年（案） 

準
備
委
員
会 

＜委 員＞ 

・中村忠雄（白山会館運営委員長） 

・嶋田守雄（上越支部書記長） 

・浦沢誠（上越支部会計） 

・牧野守（上越解放新聞読者会） 

・岩片和義（城北中同和教育推進教員） 

＜市＞ 

・加藤淳一教育長 

・福田伊治副課長（学校教育課） 

・伊藤正一課長、木村尚子副課長、高橋保夫係

長、福山亮主任（社会教育課） 

＜委 員＞ 

・寺田喜男（白山会館運営委員長） 

・中村忠雄（白山会館運営委員） 

・渡辺秀明（上越支部長） 

・嶋田守雄（上越支部書記長） 

・山田定夫（北本町 4丁目町内会長） 

・渡邉卓司（東本町小教諭） 

・堀川賢（城北中教諭） 

＜市＞ 

・上野課長、《笹川正智課長》、《太田徳夫副課

長》、牛木浩太郎係長、沢田繁（係長・主任）、

《穂刈麻記子主任》、本田指導員、《保坂和彦

指導員》、小出孝一郎指導員（生涯学習推進

課） 

・池田龍夫室長、平田彰治係長（同対室） 

・丸山睦子管理指導主事（学校教育課） 

＜委 員＞ 

・白山会館運営委員長 

・白山会館運営委員 

・上越支部長 

・上越支部 

・北本町 4丁目町内会長 

・東本町小教諭 

・城北中教諭 

＜市＞ 

・社会教育課 

・人権・同和対策室 

・学校教育課管理指導主事 

【第 1回】H14.1.28 

・開催日時、記念事業内容、開催方法などの検

討 

【第 1回】H24.2.16 

 ・開催日時、会場、日程、記念事業内容などの

検討 

【第 2回】H24.4.23 

 ・記念事業計画及び予算について 

・実行委員会の規約および構成について 

＜令和 2年度＞ 

【第 1回】R2.11頃 

 ・開催日時、会場、日程、記念事業内容などの

検討 

【第 2回】R3.2頃 

 ・事業内容の検討 

記念式典、講演会、記念祝宴、記念品 

・来年度予算について 

実
行
委
員
会 

＜委 員＞ 

・委員長：中村忠雄（白山会館運営委員長） 

・副委員長：嶋田守雄（上越支部書記長） 

・浦沢誠（上越支部会計） 

・石戸知行（北本町 4丁目町内会長） 

・佐藤敦史（城北中同和教育推進教員） 

・高原庸一（東本町小同和教育推進教員） 

・牧野守（上越解放新聞読者会） 

＜市＞ 

・加藤淳一教育長 

・福田伊治副課長（学校教育課） 

・細谷信夫室長、服部健夫係長（同対室） 

・伊藤正一課長、植木卓副課長、樋口治係長、

笹川斉係員、野坂公子係員、本名正幸係員（生

涯学習課） 

＜委 員＞ 

・委員長：寺田喜男（白山会館運営委員長） 

・副委員長：渡辺秀明（上越支部長） 

・監事：齋藤俊夫（城北中教諭） 

・中村忠雄（白山会館運営委員） 

・嶋田守雄（上越支部書記長） 

・山田定夫（北本町 4丁目町内会長） 

・加藤京子（東本町小教諭） 

＜市＞ 

・池田龍夫室長、平田彰治係長（人権・同和対

策室）、 

・丸山睦子管理指導主事（学校教育課）、 

・笹川正智課長、太田徳夫副課長、牛木浩太郎

係長、沢田繁係長、穂刈麻記子主任、小出孝

一郎指導員、保坂和彦指導員（生涯学習推進

課） 

＜委 員＞ 

・白山会館運営委員長 

・白山会館運営委員 

・上越支部長 

・上越支部 

・北本町 4丁目町内会長 

・東本町小教諭 

・城北中教諭 

＜市＞ 

・社会教育課 

・人権・同和対策室 

・学校教育課管理指導主事 

【第 1回】H14.5.8 

・委嘱状の交付 

・委員長、副委員長の選出 

・記念事業について 

・事業内容の検討 

   対象者、内容、会場、記念誌の内容 

【第 2回】H14.6.21 

・式典の進行、来賓・対象者の確認 

・記念講演会の内容検討 

・記念祝宴の形式について 

・取組年表及び記念誌の内容検討 

【第 3回】H14.8.12 

・年表の内容確認 

・案内送付先確認（来賓・対象者の再確認） 

・依頼内容の検討（式典の役割分担、寄稿文依

頼など） 

【第 4回】H14.10.2 

・タイムスケジュールと役割分担確認 

・シナリオの検討 

【第 5回】H14.11.1 

・事務局報告（実施・決算） 

【第 1回】H24.4.23 

・委嘱状の交付 

・委員長、副委員長、監事の選出 

・事業内容の検討 

  記念式典、講演会、記念祝宴 

【第 2回】H24.6.25 

・スケジュールについて 

・事業内容の検討 

来賓及び対象者の検討、記念式典、講演会、

記念祝宴（会費、形式、内容、スピーチの人

数及び依頼者） 

【第 3回】H24.7.18 

・予算について 

・事業内容の検討 

来賓及び参加者の検討、式典・講演会・記念

祝宴、タイムスケジュール・当日役割分担、

リーフレット・当日式典しおり 

【第 4回】H24.9.11 

・事業内容の検討 

来賓及び参加者の案内状送付先報告、式典・

講演会・記念祝宴（タイムスケジュール、当

日役割分担、事業内容、当日会場レイアウ

ト）、リーフレット・当日式典しおり（レイア

ウト及び内容） 

【第 5回】H24.12.11 

・事務局報告（実施、決算見込、式典・講演会

報告書の作成状況） 

＜令和 3年度＞（準備委員会） 

【第 3回】R3.5頃 

・事業内容の検討 

記念式典、講演会、記念祝宴、記念品 

【第 4回】R3.9頃 

・事業内容の検討 

記念式典、講演会、記念祝宴、記念品 

・来年度予算について（市予算、実行委交付金） 

【第 5回】R4.2頃 

・事業内容の検討 

記念式典、講演会、記念祝宴、記念品 

・来年度予算について（市予算、実行委交付金） 

・実行委員会の規約および構成について 

 

＜令和 4年度＞（実行委員会） 

【第 1回】R4.5頃 

・委嘱状の交付 

・委員長、副委員長、監事の選出 

・事業内容の検討 

来賓及び参加者の検討、式典、講演会、記念祝

宴（会費、形式、内容、スピーチの人数及び依

頼者） 

・記念品冊子等の最終校正 

【第 2回】R4.7頃 

・事業内容の検討 

来賓及び参加者（最終決定）、式典等のタイム

スケジュール、リーフレット・当日式典しおり 

・記念品冊子等の最終確認 

【第 3回】R4.9頃 

・事業内容の検討 

タイムスケジュール・役割分担、当日会場レイ

アウト 

【第 4回】R5.2頃 

・事務局報告（実施、決算見込、式典・講演会報

告書の作成状況） 

 

参考資料 敬称略 



令和 2年度今後の研修会予定について 

 

 

第 2回白山会館運営委員会開催日（9/25）以降に、新たに確認できた研修会等の開催

状況は以下のとおりです。 

その他の研修会等の開催状況については資料「その他②」をご参照ください。 

 

①11月 13日 東本町小学校同和教育研修会 

  ：例年のような形式での研修会等は実施せず、授業参観のみ実施。 

関係団体等の代表者のみに参加依頼を行う。 

（代表者の方には既に小学校から案内配布済み） 

 

①11月 25日～12月 1日 「いのち・愛・人権」小千谷展 

：中止 
 

その他① 



令和 2年度 主な研修会・集会日程一覧（予定） 
 

※ 新型コロナウイルス感染症予防対策のため、現時点で中止が決定している研修会・

集会があります（その他の研修会・集会についても、今後中止または延期される

場合があります）。 
 

【中央本部関係】 

 
【県連関係】 

 

【県人権・同和センター関係】 

研修・集会名 日時 会場 

人権・同和教育啓発推進講座 

越佐にんげん学校 

（全 11回中 2回予定） 

第 2講座 7月 9日 
上越市 リージョンプ

ラザ上越 

第 4講座 7月 30日 
妙高市 あらいふれあ

い会館 
 

【市教育委員会関係】 

研修・集会名 日時 会場 

同和問題現地研修会 7月 15日 
(※市教委への転入職員のみ) 

上越市 白山会館 

同和問題研修会 11月 6日 
上越市 リージョンプ

ラザ上越 

同和教育研修会 11月 13日 上越市 東本町小学校 

 

研修・集会名 日時 開催地・会場 

第 52回東日本研究集会 7月 2日 ～3日 群馬県みなかみ町 

第 65回関東女性集会 8月 29日～30日 群馬県みなかみ町 

第 72回全国人権・同和教育研究大会 
10月 31日 

～11月 1日 

上越市 リージョン

プラザ上越ほか 

研修・集会名 日時 会場 

第 37回県連定期大会 5月 17日 新潟市 新潟会館 

第 6回就職差別撤廃新潟県集会  6月 2日 
新潟市 新潟ユニゾ

ンプラザ 

部落解放第 37回新潟県研究集会 8月 29日 新潟市 新潟テルサ 

第 2回新潟県人権保育者集会 10月 10日 南魚沼市 

「いのち・愛・人権」小千谷展 

（25日の開会セレモニーに参加予定） 

11月 25日 

～12月 1日 
小千谷市 

部落解放同盟新潟県連合会上越支部 

旗開き 
令和 3年 1月 上越市 高陽荘 

部落解放同盟新潟県連合会荊冠旗開き 令和 3年 2月上旬 新潟市 

その他② 

※中止 

※中止 

※中止 

※来年度
に延期 

※中止 

※中止 

※中止 

※中止 

※中止 

※代表者 
のみ参加 

※今年度は
市教委職
員のみで
実施 


