
■同和問題啓発強調月間　2004(平成16)年度

市町村 名称 内容 日時

【映写会】「愛ちゃんのつぶやき」

【講演会】講師：今野敏彦（東海大学教育研究所教授）

演題：「人権の詩」

映画上映：「風の舞」

講師：宮崎信恵（映画監督）

講演会：吉岡一博

演題：「ＪＯＹ倶楽部の立ち上げについて」

コンサート：ＪＯＹ倶楽部

中央区人権を考える市民の集い 語りとピアノ演奏：ジャン・Ｔ・モック
Ｈ16／7／16（金）

14:00～

早良区人権を考える市民の集い 未定

講師：原田一郎（元中学校教諭）

演題：「くらしの中に豊かな人権感覚を～流行歌からのメッセージ

～」

久留米市 第１６回同和問題講演会 講師：稲積謙次郎（元西日本新聞社）
Ｈ16／7／3（土）

13:30～16:00

直方市 同和問題講演会 講師：林覚乗（南蔵寺住職）
H16／8／4（水）

14:00～16:00

講師：矢野大和（宇目町観光大使）　　　　　　　演題：「人生の慶

びは出会いです」

Ｈ16／7／2（金）

10:00～11:30

講師：矢野大和（宇目町観光大使）

演題：「人生の慶びは出会いです」

講師：矢野大和（宇目町観光大使）

演題：「人生の慶びは出会いですＰａｒｔⅡ」

講師：矢野大和（宇目町観光大使）

演題：「人生の慶びは出会いですＰａｒｔⅡ」

講師：桐生公俊（二ノ滝寺住職）

演題：「心を耕す「空と祈り」」

講師：桐生公俊（二ノ滝寺住職）

演題：「心を耕す「空と祈り」」

講師：柳淑子（元久留米女性会議代表）

演題：「少子高齢社会と人権のまちづくり」

講師：柳淑子（元久留米女性会議代表）

演題：「少子高齢社会と人権のまちづくり」

田川市 街頭啓発

講師：中島　一磨（県講師団講師）

演題：「人権・同和問題について」（仮題）

山田市 同和問題啓発強調月間講演会 未定

甘木市 同和問題啓発強調月間記念講演会 講師：清原　隆宣（同和教育実践会事務局長）
Ｈ16／7／9（金）

18:30～20:00

講師：稲積謙次郎（元西日本新聞社）

演題：「あなたにとって人権とは・・・」

講師：桂七福

演題：「差別をなくして最高の笑顔を」

大川市 地域人権講演会 未定

第１部　津軽三味線

第２部　記念講演

講師：清原隆宣

演題：「人の世に熱と光を！」

豊前市 特になし

講師：丸山和也（丸山国際法律特許事務所代表）

演題：「法こそ我々の味方～行列のできる弁護士が語る～」

講師：新屋英子（舞台女優）

演題：「自分が大切なら人も大切・・」

講師：藤田弓子（女優）

演題：「～まずは自分を大切に～いつも何かにときめいていよう」

講師：福永宅司

演題：「兎の目」（灰谷健二郎作）

大野城市 同和問題啓発強調月間コミュニティ別研修会 講師、演題ともに未定

Ｈ16／7／7（水）

Ｈ16／7／15（木）

Ｈ16／7／21（水）

Ｈ16／7／29（木）

19:00～20:30

講師：荒谷春男（多久市教育委員会社会同和教育指導員）

歌：森上薫（音楽教師）

演奏：趙勇（楊琴奏者）

演題：「幸せはどこに～歌にみる人間の生き方～」

講師：沖浦和光（桃山学院大学名誉教授）

演題：「被差別民の歴史と文化～日本文化史の深層をさぐる～」

Ｈ16／7／7（水）

13:30～15:00

太宰府市 同和問題啓発強調月間市民講演会
Ｈ16／7／18（日）

10:00～12:00

Ｈ16／7／2（金）

13:30～15:00

Ｈ16／7／6（火）

10:00～11:30

Ｈ16／7／6（火）

13:30～15:00

Ｈ16／7／7（水）

10:00～11:30

Ｈ16／7／7（水）

13:30～15:00

Ｈ16／7／23（金）

10:00～11:30

Ｈ16／7／23（金）

13:30～15:00

同和問題啓発強調月間「差別のない明るいまちを

めざして」

Ｈ16／7／14（水）

13:30～16:00

福岡市

城南区人権を考える市民の集い
Ｈ16／7／17（土）

13:30～16:00

西区人権を考える市民の集い
Ｈ16／7／15（木）

13:00～15:30

大牟田市 人権・同和教育講演会
Ｈ16／7／14（水）

14:00～15:30

柳川市

小郡市 小郡市同和問題市民講演会

北九州市 映写会及び講演会

飯塚市 同和問題啓発強調月間研修会

八女市 「人権のまちづくり市民の集い２００４」

行橋市
平成１６年度「人権・同和問題啓発強調月間」記

念行事『人権を考える市民のつどい』

筑後市 第２３回筑後市同和問題・人権啓発推進大会

筑紫野市 筑紫野市同和問題講演会

春日市 春日市同和問題啓発強調月間公演会

Ｈ16／7／10（土）

13:30～15:30

Ｈ16／7／22（木）

14:30～16:00

Ｈ16／7／29（木）

13:30～16:05

Ｈ16／7／23（金）

18:30～20:00

Ｈ16／7／3（土）

13:30～15:30

Ｈ16／7／3（土）

13:30～16:00

Ｈ16／7／10（土）

10:00～

中間市 人権・みんなの幸せを願う集い

宗像市 宗像市同和問題講演会



前原市 同和問題啓発強調月間中央講演会 講師：梅本テル子
Ｈ16／7／18（日）

13;30～16:00

講師：辛淑玉

演題：「キーワードで読み解く人権」

那珂川町 那珂川町同和問題講演会 未定 Ｈ16／8／1（日）

宇美町 平成１６年度一日人権擁護委員委嘱・街頭啓発

講師：高橋元太郎

演題：「うっかり八兵衛の人権メッセージ～あたりまえの心ー思い出

してみませんか」

第１部　講演

講師：内田　博文（九州大学大学院）

演題：「ハンセン病による差別を考える」

第２部：人権コンサート「ＨＡＲＵ」

須恵町 特になし

新宮町 第２４回同和問題啓発強調月間町民のつどい
Ｈ16／7／4（日）

13:30～15:30

久山町 久山町人権・同和問題講演会 講師：今村隆信（春日北小学校校長）
Ｈ16／7／22（木）

19:30～21:00

粕屋町 人権問題啓発強調月間大会 講師：樋田京子（福岡県教育庁社会教育主事）
Ｈ16／7／18（日）

13:30～

講師：松崎真治（「紋太にわか塾」主宰）

演題：「笑いで差別を吹き飛ばそう！」

演題：「映画で豊かな人生を」

映画上映：「風の舞」ハンセン病記録映画

大島村 参加体験型講演会 Ｈ16／7／10（土)

芦屋町 人権講演会 講師：矢野大和
Ｈ16／7／6（火）

19:30～21:00

講師：桐生公俊

演題：「心の手足」

講師：中田　武仁

演題：「思いやりの心が第一歩」

遠賀町 遠賀町同和問題講演会 講師：河西ちづる
Ｈ16／7／8（木）

18:00～19:30

小竹町 同和問題啓発強調月間人権講演会 講師：林田スマ（大野城市まどかぴあ男女平等推進センター所長）
Ｈ16／7／7（水）

17:30～19:30

講師：林田スマ（フリーアナウンサー）

テーマ：「ことばと人権」

講師：林田スマ（フリーアナウンサー）

テーマ：「ことばと人権」

若宮町 人権問題町民講演会 講師：林田スマ（大野城市まどかぴあ男女平等推進センター所長）
H16／7／9（金）

19:00～21:00

講師：松村智広

演題：「あした元気になあれ」

講師：藤野良典（浄円寺住職）

演題：「いかされて生きる」

講師：藤野良典（総本山知恩院布教師）

演題：「我等いかにあるべきか」

講師：石瀧豊美

演題：「変わる教科書！見直される部落の歴史」

講師：篠田正浩（映画監督）

演題：「日本文化の伝統を創ってきたもの」

講師：松崎真治

演題：「笑いで差別を吹き飛ばそう」

庄内町 同和問題啓発強調月間町民公演会 人権コンサート：歌ぐみはぜの木
Ｈ16／7／17（土）

19:00～21:00

頴田町 人権問題講演会
Ｈ16／7／23（金）

19:00～21:00

杷木町 講演会 未定

朝倉町 朝倉町同和問題啓発強調月間講演会 講師：灘本昌久（京都部落問題研究資料センター所長）
Ｈ16／7／16（金）

19:30～21:00

講師：清原　隆宣（同和教育実践会事務局長）

演題：「人の世に熱と光を！」

夜須町 夜須町同和問題研修会 ビデオ上映
Ｈ16／7／1（火）

18:00～19:00

小石原村 該当無し

宝珠山村 宝珠山村同和教育研修会
Ｈ16／7／4（日）

13:30～16:00

講師：林家染二（落語家）

演題：「笑いと情けが人の輪をひろげる」

講師：桐生公俊

演題：「人権教育の前に人権基礎教育を」～このかけがえのない命の

尊さを～

吉井町 同和問題講演会 講師：辛淑玉（（株）香科舎代表）
Ｈ16／7／16（金）

19:00～21:00

田主丸町 「同和問題啓発強調月間講演」のつどい 講師：林力（九州大学非常勤講師）
Ｈ16／7／23（金）

19:30～21:30

講師：藤村君代（保護司）

メインテーマ：人間（ひと）・こころ・詩（うた）

Ｈ16／7／15（木）

18:30～20:30

二丈町 同和問題講演会
Ｈ16／7／25（日）

13:30～15:00

志摩町
第２３回志摩町同和教育研究大会「差別のないま

ちづくりをめざして」
Ｈ16／7／3（土）

13:30～15:40

浮羽町 人権・同和問題講演会
Ｈ16／7／1（木）

19:30～21:00

Ｈ16／7／4（日）

10:00～12:00

嘉穂町
嘉穂町同和問題啓発強調月間講演会「人権のつど

い」
H16／7／4（日）

13:30～15:00

筑穂町 人権文化講演会
Ｈ16／7／3（土）

19:00～20:30

穂波町 平成１６年度同和問題啓発強調月間講演会
Ｈ16／7／25（日）

13:30～16:00

Ｈ16／7／9（金）

13:30～15:30

宮田町 同和問題啓発強調月間人権講演会
Ｈ16／7／7（水）

13:30～15:30

桂川町 人権講演会～自らの体験を教育現場に生かして～
Ｈ16／7／4（日）

10:00～12:00

稲築町 同和問題講演会
Ｈ16／7／8（木）

19:00～

Ｈ16／7／10（土）

13:30～15:00

津屋崎町 人権・同和問題講演会
Ｈ16／7／10（土）

13:30～15:00

水巻町 平成１６年度水巻町同和問題啓発強調月間の集い
Ｈ16／7／16（金）

13:30～16:30

岡垣町 岡垣町人権講演会
Ｈ16／7／3（土）

13:00～15:00

Ｈ16／7／10（土）

10:00～11:30

篠栗町 平成１６年度社会を明るくする町づくり講演会
Ｈ16／7／3（土）

19:00～21:00

志免町 志免町同和問題啓発講演会
Ｈ16／7／4（日）

13:30～

古賀市
第２４回古賀市「同和」問題を考える市民のつど

い

福間町 人権講演会

鞍手町 鞍手町同和問題啓発強調月間講演会

碓井町 うすい町人権のつどい

三輪町 同和問題を考えるつどい



出演：野田淳子

演題：「命への熱い想いを歌う」

大刀洗町 街頭啓発
Ｈ16／7／1（木）

7:00～

城島町 人権コンサート 出演：人権バンド　ゆう
Ｈ16／7／17（土）

13:30～15:30

講師：石瀧豊美

演題：「差別とは何か」

三潴町 三潴町人権啓発講演会 未定
Ｈ16／7／21（水）

13:30～15:30

黒木町 街頭啓発

講師：矢野大和

演題：「必要とされてる喜び」

講師：稲積謙次郎

演題：「ヒューマンライツは複数形

講師：長野健一（筑紫野市教育委員会人権・同和対策課）

演題：「人権・同和問題との豊かな出会いを！～いのち・愛・人権、

そして感動～」

講師：矢野大和

演題：「身近な人権を考える」

星野村 人権・同和問題講演会

講師：粗忽家勘朝（落語家）ほか２名

演題：「落語に学ぶ町づくり人づくり」

大和町 同和問題研修会 未定

講師：林家花丸（落語家）

演題：「人権落語“差別ー壊れた心のメガネ”」

山川町 該当無し

講師：吉谷忠男（くるめにわか振興会）

演題：「くるめにわかで人権を考える」

講師：若一光司

演題：「私に“心”を教えてくれた人たち」

講師：林力

演題：「差別意識の払拭と人権意識の高揚」

金田町 講演会 講師：矢野大和
Ｈ16／7／27（火）

19:00～

糸田町 同和問題講演会 未定 Ｈ16／7

講師：ロバート＝ワトソン

演題：「だれでも嬉しくなれる思いやり社会」

映画上映：「絵のある町」

解説講師：堀内忠（田川地区同和啓発センター事務局長）

講師：清原隆宣

演題：「人の世に熱と光を！」

大任町 同和問題講演会 演題：「私の子育て」ほんとうはどうかな！！
Ｈ16／7／2（金）

19:00～21:00

赤村 同和問題講演会

苅田町 街頭啓発

犀川町 人権問題啓発講演会 人権コンサート：願児我楽夢
Ｈ16／7／7（水）

14:00～17:00

勝山町 街頭啓発

豊津町 啓発コンサート 人権コンサート：願児我楽夢
Ｈ16／7／8（木）

13:30～15:30

講師：福田雅子

演題：「人間の尊厳をいまー取材の出会いから」

吉富町 吉富町人権同和問題講演会およびビデオ上映 講師：高山史子
Ｈ16／7／23（金）

13:30～15:55

講師：中島一磨

演題：「明るい地域社会をつくるために」

新吉富村 該当無し

大平村 該当無し

Ｈ16／7／8（木）

19:30～21:30

椎田町 人権講演会
Ｈ16／7／21（水）

13:30～

Ｈ16／7／18（日）

13:00～15:00

H16／7／12（月）

19:00～21:00

添田町 同和問題啓発強調月間講演会
Ｈ16／7／28（水）

19:00～20:30

川崎町 同和問題啓発強調月間啓発講演会
Ｈ16／7／29（木）

19:00～21:00

赤池町 同和問題映写会「明るいまちをつくるために」
Ｈ16／7／6（火）

19:30～21:00

Ｈ16／7／7（水）

Ｈ16／7／14（水）

Ｈ16／7／21（水）

20:00～21:30

矢部村 人権・同和問題講演会
Ｈ16／7／22（木）

15:00～16:30

Ｈ16／6／19（土）

8:30～12:00

三橋町 同和教育夏期講座
Ｈ16／7／10（土）

14:00～

高田町 人権・同和問題講演会
Ｈ16／7／3（土）

13:30～15:30

Ｈ16／7／30（金）

19:30～21:00

大木町
「同和問題啓発」及び「社会を明るくする運動」

推進大会
Ｈ16／7／7（水）

13:30～16:00

上陽町 上陽町人権・同和教育講演会
H16／7／12（月）

14:00～15:30

立花町 平成１６年度人権・同和問題講演会
Ｈ16／7／27（火）

19:30～21:00

北野町 人権コンサート

瀬高町
瀬高町少年の主張大会・人権・同和問題啓発講演

会

広川町 なるほど人権セミナー

香春町 「同和問題啓発強調月間」講演会

方城町 同和問題啓発強調月間講演会

築城町 人権講演会


