
■同和問題啓発強調月間　2007(平成19)年度■同和問題啓発強調月間　2007(平成19)年度■同和問題啓発強調月間　2007(平成19)年度■同和問題啓発強調月間　2007(平成19)年度

市町村 名称 内容 日時 会場 担当・連絡先

街頭啓発 ＪＲ小倉駅前及び各区で実施 Ｈ19／7／2（月） 人権文化推進課

映写会題名：「だんじり囃子」 Ｈ19／7／4（水） Tel: 093-562-5010      

講演会 13：30～16：00

講師：桂七福(落語家）

演題：「気づいて高める人権意識～桂七福のお笑い人

権高座」

平成19年度 トーク＆コンサート Ｈ19／7／6（金） 中央市民センター 中央市民センター

中央区人権を尊重する

市民のつどい
講師：新谷のり子 14：00～16：00 3階ホール Tel: 092-714-5521      

愛する人間へ～旅立ち～トーク＆コンサート Ｈ19／7／13（金）

講師：中山洋一（元やじろべえ） 14：00～15：30 Tel: 092-891-7021      

人権コンサート「生命満開」 Ｈ19／7／14（土） 城南市民センター

演奏：マウンテンゴリラ 14：00～16：00 Tel: 092-862-2141      

ブルースシンガー 心の叫び Ｈ19／7／14（土） 早良市民センターホール 早良市民センター

金沢栄東 トーク＆コンサート 14：00～16：00 4階ホール Tel: 092-831-2321      

講師：福永卓司（子どもの学び館主宰） Ｈ19／7／25（水） 博多市民センター 博多市民センター

演題：「一人芝居「君をいじめから守る」」 13:30～15:30 ホール Tel: 092-472-5991      

街頭啓発 大牟田駅前で実施 Ｈ19／7／2（月） 人権・同和教育課

講師：境健一郎（大牟田市地域活動指導員） Ｈ19／7／1～31 Tel: 0944-41-2869      

テーマ：身近な人権問題 19:00～21:00

ビデオ放映：『旅立ちの日に』

Ｈ18／7／14（土） 大牟田市労働福祉会館

10：30～12：00 中ホール

講師：山口由美子（不登校から考える親の会「ほっと

ケーキ」代表）
Ｈ19／7／1（日） 久留米市民会館 市民部人権啓発センター

演題：『子どもたちと向き合うために』～バスジャッ

ク事件を通して考えたこと～
13：30～15：30 大ホール Tel: 0942-30-7500      

Ｈ19／7／25（水） ユメニティのおがた 同和対策室

14：00～15：30 大ホール Tel: 0949-25-2105      

Ｈ19／7／11(水) 人権・同和対策課

15：30～16：30 Tel: 0947-44-2000      

内線384

Ｈ19／7／2（月） 人権・同和対策室

7：20～17：00 Tel: 0944-73-8111      

内線292

講師：中倉茂樹（徳島県同和地区青少年団体連絡協議

会『止揚の会』事務局、徳島県人権・同和教育講師

団・講師、徳島県西部青年の会『友輝』）

Ｈ19／7／7（土） 柳川市立大和公民館 人権・同和教育推進室

演題：「ぬくもりを感じて」 14：00～15：00 大ホール Tel: 0944-73-8111      

講師：長谷川一義（津軽三味線奏者） Ｈ19／7／7（土）

演題：「雪吹雪と津軽三味線の世界」 15：00～15：30

講師：米良美一（カウンターテナー） Ｈ19／7／14（土） 人権・同和対策課

演題：「それでもボクは生きてゆきたい」 13：00～15：00 Tel: 0943-23-1490      

講師：川口泰司（山口県人権啓発センター事務局長） Ｈ19／7／25（水） サザンクス筑後 人権・同和教育課

演題：「差別っていったいなんやねん？～もっとホン

ネで、主語は「わたし」で！～」
14：00～16：30 小ホール Tel: 0942-53-4111      

内線441

Ｈ19／7／2（月） 福祉事務所

16：00～17：00 Tel: 0944-87-2101      

内線406

講師：むかい治英 Ｈ19／7／26（木） 生涯学習課

テーマ：子どもの人権 19：30～21：30 Tel: 0944-87-2101      

【第1部】映画上映 Ｈ19／7／21（土） 人権男女共同参画課

上映映画：めばえの朝 13：00～15：40 Tel: 0930-25-1111      

【第2部】人権講演 内線1354

講師：高橋元太郎（俳優）

演題：『他力本願』～出会い・ふれあい・支え合い～

【第1部】豊前市人権センター設立記念 Ｈ19／7／27（金） 豊前市民会館 総務課

記念セレモニー：「コールひまわり」によるコーラス 18：00～20：30 大ホール Tel: 0979-82-1111      

【第2部】記念講演会 内線1509

講師：木藤潮香（『1リットルの涙』の原作者の母）

演題：「ひとつしかない命～1リットルの涙～」

講師：藤田正(音楽プロデューサー・音楽評論家） Ｈ19／7／1（日） 小郡市文化会館 人権・同和教育課

演題：「竹田の子守歌・名曲に隠された真実」ー 13：30～16：00 大ホール Tel: 0942-72-2111      

内線532

Ｈ19／7／4（水）～ 人権女性政策課

Ｈ19／7／19(木） Tel: 092-584-1111      

同和問題啓発強調月間 H19.7.5 人権女性政策課

コミュニティ別研修会 19:00～20:30 Tel: 092-580-1840      

H19.7.12

19:00～20:30

H19.7.19

19:00～20:30

H19.7.26

19:00～20:30

春日市ふれあい文化センター

大野城市

南コミュニティセンター

中央コミュニティセンター

東コミュニティセンター

北コミュニティセンター

豊前市
同和問題啓発強調月間

講演会

小郡市 
小郡市同和問題市民講

演会

春日市 同和問題啓発資料展 「あなたに贈るこころのうた」

久留米市 2007年同和問題講演会

直方市 同和問題講演会 講師：田中了彩(西郷寺住職）

田川市 
同和問題啓発強調月間

街頭啓発

サンリブ田川店前及びミスターマックス田川バイパス

店前にて実施

八女市 
人権のまちづくり市民

の集い2007

大牟田市
地域懇談会 集会所・地区公民館等7箇所

人権・同和教育講演会 講師：荘山英一（大牟田市立田隈中学校教諭）

北九州市
映写会及び講演会

北九州市立男女共同参画セン

ター「ムーブ」

福岡市

西区人権を考えるつど

い
西市民センター

城南区人権を考えるつ

どい
城南市民センターホール

早良区人権を考えるつ

どい

人権を考える市民のつ

どい

場所：ゆめタウン大川外数箇所

地域人権公演会 木室コミュニティセンター

行橋市
人権を考える市民のつ

どい
コスメイトゆくはし

柳川市

同和問題街頭啓発
午前中：西鉄柳川駅前外5箇所午 後：西鉄ストア前外3

箇所

柳川市人権・同和教育

夏期講座

市町村会館大ホール

筑後市 

2007年度筑後市同和問

題・人権啓発推進大会

講演会

大川市

街頭啓発



【オープニングセレモニー】 H19.7.18 宗像ユリックス 人権対策課

ハーモニカとギター演奏テーマ『夏』 13:30～15:30 ハーモニーホール Tel: 0940-36-1270      

演奏：矢次保子（ハーモニカ）、緒方裕光（ギター）

【講演】

講師：中倉茂樹（徳島県西部青年の会『友輝』設立、

徳島県同和地区青少年団体連絡協議会『止揚の会』事

務局、徳島県人権・同和教育講師団講師）

演題：「ぬくもりを感じて」

【第1部】人権コンサート（吹奏楽演奏） Ｈ19／7／14（土） 太宰府市中央公民館

出演：福岡女子短期大学音楽科(指揮清水万敬同校音楽

科准教授）
10：00～12：00 市民ホール

【第2部】講演 人権・同和政策課

講師：工藤良（田川ふれ愛義塾代表・田川市暴走族離

脱促進アドバイザー）
Tel: 092-921-2121      

演題：「子どもたちの居場所づくりにたずさわって～

田川ふれ愛義塾から～」
内線474

講師：秋本良次（愛媛大学法学部非常勤講師） Ｈ19／7／15（日） 生涯学習課

演題：「私がムキになる理由（わけ）」 13：00～16：00 Tel: 092-323-1111      

内線1741

講演会講師：川口泰司（山口県人権啓発センター事務

局長）
Ｈ19／7／8（日） 人権センター

演題：「差別っていったいなんやねん」～若者からの

メッセージ～
10：00～11：30 Tel: 092-942-1111      

発表 内線163

古賀北中学校「いのちのノート」の発表

Ｈ19／7／2（月） 人権政策課

7：30～8：30 Tel: 0940-43-8129      

講師：桂才賀（落語家） Ｈ19／7／14（土） 福津市文化会館

演題：「子どもたちにいま親が、まちが何をすべき

か」
13：30～15：00 カメリアホール

Ｈ19／6／30（土）～福津市立図書館2階

Ｈ19／7／6(金） ギャラリースペース

同和問題啓発強調月間 講師：塩屋秀見（曹洞宗天福寺住職） Ｈ19／7／10（火） 社会教育課

人権講演会
演題：私の差別意識を問う～日常生活に潜む差別意識

～
14:00～16:00 Tel:0949‐32-0123

甘木会場 Ｈ19／7／12（木） ピーポート甘木 人権・同和対策課

講師：川口泰司(山口県人権啓発センター事務局長） 19：00～ 中ホール Tel: 0946-22-1111      

演題：「差別っていったいなんやねん？」～若者から

のメッセージ～
内線512

朝倉会場 Ｈ19／7／6（金）

講師：秋本良次 19：30～

演題：「私がムキになる理由（わけ）」

杷木会場 Ｈ19／7／13（金）

講師：川口泰司(山口県人権啓発センター事務局長） 19：30～

演題：「差別っていったいなんやねん？」～もっとホ

ンネで、主語は「わたし」で！～

嘉麻市人権のつどい 【第1部】 Ｈ19／7／7（土） 嘉穂隣保館

講演会 講師：長谷川一義（津軽三味線奏者） 19：00～21：00 Tel: 0948-57-0032      

演題：「雪吹雪と津軽三味線の世界」

【第2部】

講師：藤田正（音楽プロデューサー・音楽評論家）

演題：「竹田の子守歌～名曲に隠された事実～」

講師：ロバート・ワトソン（元大山町役場嘱託職員、

和都村企画代表
Ｈ19／7／7（土） 生涯学習課

演題：「私の出会った日本のかたち日本の心」 13：30～15：30 Tel: 0944-64-2165      

Ｈ19／7／29（日） ミリカローデン那珂川 人権政策課

14：00～ 文化ホール Tel: 092-953-2211      

Ｈ19／7／2（月） 宇美町立中央公民館 社会教育課

15：00～16：00 大ホール Tel: 092-933-2600      

講師：三瀬顕（弁護士） Ｈ19／7／28（土） 宇美町立中央公民館

演題：弁護士生活笑百科～笑顔で語る人権 14：00～16：00 大ホール

心のコンサート Ｈ19／7／1（日） 志免町民センター 生涯学習課

出演：パフュームノーツ(ハーブ・バイオリン・シンセ

サイザーの女性3人のユニット）
13：30～15：30 大ホール Tel: 092-935-7100      

講演

講師：白井のり子

演題：「典子は、今」あれから25年

第27回同和問題啓発強

調月間 
記念講演 Ｈ19／7／8（日） 社会教育課

「町民のつどい」
講師：福永卓司（子どもの学び館・子育て支援研究所

主宰）
10：00～12：00 Tel: 092-962-5111      

演題：一人芝居「君をいじめから守る」

Ｈ18／7／3（火） 社会教育課

7：30～ Tel: 092-938-1410      

粕屋町青少年育成町民

の会
118年度の活動報告 Ｈ18／7／8（日） サンレイクかすや

人権問題啓発強調月間 2講演 13：30～ さくらホール

社会を明るくする運動

強調月間
講師：石橋利郎（熊本県立大学総合管理学部教授）

大会 演題：「いま、子育てにとって一番大切なこと」

講師：辻イト子（タレント・漫才師） Ｈ19／7／11（水） 社会教育課

演題：「輝けいのち～知的障害の長女と共に生き生か

されて～」
19：30～21：00 Tel: 093-223-0731      

講師：塩屋秀見（曹洞宗天福寺住職） Ｈ19／7／6（金） 総務課

演題：私の差別意識を問う～日常生活に潜む差別意識

～
14：00～16：00 Tel: 09496-2-1212      

宮若市 宮若市宮田文化センター

朝倉市
朝倉市同和問題啓発強

調月間記念講演会

前原市 
同和問題啓発強調月間

中央講演会
解放センター前原市隣保館

古賀市
第27回「同和」問題を

考える市民のつどい
古賀市中央公民館

街頭啓発

福津市

場所：ＪＲ福間駅前、ＪＲ東福間駅前

人権講演会

人権ポスター展 市内の小中学生制作の人権ポスターを展示

太宰府市
同和問題啓発強調月間

市民講演会

宗像市 宗像市同和問題講演会

那珂川町 
那珂川町同和問題講演

会
講師：橋津和寛（浄土真宗本願寺派浄光寺住職）

宇美町

同和問題啓発強調月間

街頭啓発
場所：宇美町役場、宇美駅周辺

宇美町人権・同和問題

啓発講演会

朝倉地域生涯学習センター

杷木地域生涯学習センター

嘉麻市 なつき文化ホール

みやま市 人権・同和問題講演会 みやま市瀬高公民館

芦屋町 芦屋町人権講演会 芦屋町民会館大ホール

小竹町 人権講演会 小竹町中央公民館

志免町 同和問題啓発講演会

新宮町 そぴあしんぐう

粕屋町

街頭啓発 ＪＲ4駅前、一箇所12名程度で実施



講師：塩屋秀見（曹洞宗天福寺住職） Ｈ19／7／5（木） 総務人権課

演題：私の差別意識を問う～日常生活に潜む差別意識

～
14：00～16：00 Tel: 0949-42-2111      

同和問題啓発強調月間 講師：ロバート・ワトソン Ｈ19／7／3（日） 桂川町住民センター 社会教育課

「人権講演会」 演題：私の出会った日本のかたち・日本のこころ 10：00～12：00 大ホール Tel: 0948-65-2007      

Ｈ19／7／12（木） 筑前町めくばーる 人権・同和対策室

19：30～21：00 町民ホール Tel: 0946-42-6612      

Ｈ19／7／6（金） 住民福祉課

19：30～21：00 Tel: 0946-74-2311      

講師：なべおさみ（タレント） Ｈ19／7／1（日） 健康福祉課

演題：幸せをあきらめない 13：30～15：00 Tel: 0942-77-2266      

19年度人権・同和問題

啓発強調月間
・社会を明るくする運動広報映画 Ｈ19／7／4（水） 大木町就業改善センター 町民課

第57回社会を明るくす

る運動推進大会
・中学生による弁論発表 13:30～16:00 2階大集会室 Tel: 0944-32-1013      

・人権・同和問題啓発講演会

講師：橋津和寛（浄土真宗本願寺派浄光寺住職）

演題：「私が変わるために」

講師：川口泰司 Ｈ19／7／24（火） 人権・同和政策課

演題：「差別っていったいなんやねん？」～もっとホ

ンネで、主語は「わたし」で！～
19：15～21：00 Tel: 0943-23-5141      

平成19年度同和問題啓

発強調月間講座
講師：住友健次(小倉東高校教師） Ｈ19／7／4（水） 広川町中央公民館 住民環境課

「なるほど人権セミ

ナー」

演題：「部落史は、いま～部落差別を生みだした社会

と文化パートⅠ～」
20:00～21:30 2階研修室 Tel: 0943-32-1111      

講師：住友健次(小倉東高校教師） Ｈ19／7／11（水） 内線313

演題：「部落史は、いま～部落差別を生みだした社会

と文化パートⅡ～」
20:00～21:30

講師：住友健次(小倉東高校教師） Ｈ19／7／18（水）

演題：「部落史は、いま～部落差別を生みだした社会

と文化パートⅢ～」
20:00～21:30

講師：林力（九州大学非常勤講師） Ｈ19／7／13（金） 住民福祉課

演題：「人権の時代と同和問題」 15：00～16：30 Tel: 0943-47-3111      

内線211

Ｈ19／7／4（水） 星野村総合保健福祉センター 住民グループ

14：30～16：00 「そよかぜ」 Tel: 0943-52-3113      

講師：藤田正(音楽プロデューサー・音楽評論家） 総務課

演題：「歌から迫る差別の構造～竹田の子守歌・名曲

に隠された真実～」
Tel: 0947-32-2511      

街頭啓発 スーパー前など（4箇所）で実施

企業訪問 企業(30箇所）を訪問

人権啓発係

Tel: 0947-82-5964      

講師：豊田謙二（熊本学園大学大学院教授） Ｈ19／8／5（日） 人権同和対策課

演題：「福智町を人権と福祉のまちへと」 18：00～20：00 Tel: 0947-22-7764      

Ｈ19／7／24（火） 人権推進課

19：30～21：00 Tel: 0947-73-3277      

創作劇 Ｈ19／7／6（金） 教育課

出演：たがわ21女性会議 19：00～21：00 Tel: 0947-63-2242      

演目：「蒔かんと生えん」

街頭啓発 場所：苅田駅前、小波瀬西工大前駅前、サンリブ丸食 Ｈ19／7／2（月） 人権男女共同参画課

講師：なべおさみ（タレント） Ｈ19／7／14（土） Tel093-434-1958

演題：「幸せをあきらめない」 13：30～15：00

東峰村 
東峰村人権・同和教育

研修会
小石原公民館

大刀洗町 
同和問題啓発強調月間

講演会
大刀洗ドリームセンター

鞍手町 
鞍手町同和問題啓発強

調月間講演会
鞍手町中央公民館

桂川町 

筑前町 
人権と同和問題を考え

るつどい
講師：福永宅司

広川町

矢部村 人権・同和問題講演会 矢部村中央公民館

星野村 人権・同和問題講演会
講師：小西清則(福岡県人権・同和教育研究協議会会

長）

大木町

立花町 
7月同和問題啓発強調月

間講演会
立花町担い手研修センター

香春町

人権啓発講演会

Ｈ19／7／10（火）

香春町町民センター

添田町 街頭啓発及び職場啓発 Ｈ19／7／2（月）

大任町 同和問題講演会 ＯＴＯレインボーホール

苅田町 苅田町中央公民館同和問題啓発強調月間

講演会

福智町 
同和問題啓発強調月間

講演会
福智町地域交流センター

川崎町 同和問題啓発講演会 講師：田中了彩（西郷寺住職） 川崎町青少年ホーム


