
■人権週間　2008(平成20)年度

市町村 名称 内容 日時・受付時間等 会場名 担当課名・連絡先Tel

街頭啓発 各区及び小倉駅にて実施 Ｈ20／12／4（木）

講師：重村智計 人権文化推進課 

テーマ：北朝鮮当局による人権侵害問題 Tel: 093-562-5010      

講師：村山由香里 小倉南生涯学習

テーマ：男女共同参画 センター

講師：木元教子

テーマ：高齢者

講師：奥田知志

テーマ：ホームレス

講師：鈴木剛 ホテルクラウン

テーマ：障害のある人 パレス北九州

講師：辻本一英

テーマ：同和問題

講師：渡辺真由子 

テーマ：子ども（インターネットといじめ）

第37回 実践報告：田隈校区人権尊重推進協議会 Ｈ20／12／4（木） 人権啓発センター

福岡市人権尊重週間

「人権を尊重する市民
「田隈校区人尊協20年の歩み」 13:30～16:00 Tel: 092-262-8465      

講演：露の新治（落語家）

実践報告：若久校区人権尊重推進協議会

人権劇「三蔵法師のﾐｽﾃﾘｰﾂｱｰ」

講演：尾木直樹（教育評論家）

実践報告：千代公民館 Ｈ20／12／5（金）

　　　　　　「人権教育研修の取り組み」 13:30～16:00

講演：渡辺千賀子（ソプラノ歌手）

実践報告：梅林中学校　人権劇 Ｈ20／12／6（土）

講演：川口泰司 13:30～16:00

　　　（山口人権啓発センター事務局長）

実践報告：大森松美 Ｈ20／12／8（月）

　　　　　　（金武校区人権尊重推進協議会会長） 13:30～16:00

講演：宮本延春（高校教輸）

実践報告：西川しのぶ Ｈ20／12／9（火）

　　　　　　（当仁中学校ＰＴＡ成人教育委員長） 13:30～16:00

講演：大野勝彦（詩画作家）

実践報告：志賀洋子 Ｈ20／12／10（水）

（日本語教室「のぞみ」語学ボランティア代表） 13:30～16:00

講演：森元美代治

（元ハンセン病国賠訴訟全国原告団協議会事務局次

長）

【ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ】 Ｈ20／11／21（金） 人権啓発センター

人権ﾐﾆｺﾝｻｰﾄ 15：00～16：30 Tel: 0942-30-7500      

出演：むかい治英（フォークシンガー）

・表現発表・合唱 Ｈ20／12／5（金）

（久留米市立高良内小学校6年生） 13:30～15:30

・劇「夢のために」上演（屏水校区人権のまちづくり

推進協議会のみなさんによる創作劇）

・人権作文、標語、ポスターの紹介

講師：柳井美枝 Ｈ20／11／26（水） ユメニティのおがた 市民・人権課

（福岡県講師団講師、福岡県人権研究所研究員） 15：00～16：30 大ホール Tel: 0949-25-2138      

直方－中校区 Ｈ20／12／7（日） 同和対策室 

人権文化祭 9：30～13：30 Tel: 0949-24-2783      
嘉麻市・飯塚市・桂川

町
・ふれ愛バザー Ｈ20／12／7（日） 桂川町 嘉穂隣保館

人権啓発交流ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ・民族楽器の共演会 12:00～16:00 住民センター Tel: 0948-57-0032      

　サムルノリ　和太鼓　ムックリ

Ｈ20／12／10(水) 人権・同和対策課

16：00～17：00 Tel: 0947-44-2000      

人権週間講演会 講師：米良美一 Ｈ20／11／26（水） 内線317

及びコンサート 演題：「生きながら生まれ変わる」 19:00～20:30

コンサート Ｈ20／12／7（日） 柳川市立 人権・同和教育推進室

出演：渡辺知子（ミュージシャン） 13：00～16：00 三橋公民館 Tel: 0944-73-8111      

　　　　橋本たかし（ジャズフルートプレーヤー）

スマイルフェスタやめ 【講演会】 Ｈ20／12／6（土）
八女市農業活性化ｾﾝﾀｰ及び八女

市
人権・同和教育課 

2008 講師：岩元綾 10：00～18：00 上陽公民館 Tel: 0943-23-2074      

第26回人権を考える 【講演会】 Ｈ20／12／4（木）  人権・同和教育課 

市民のつどい 講師：石井めぐみ 14：00～16：00 Tel: 0942-53-4111      

テーマ：「やさしい街　やさしい人」 内線441

平成20年度大川市 ・ビデオ視聴 Ｈ20／11／27（木） 大川市 生涯学習課

田川市

人権週間街頭啓発
ミスターマックス田川バイパス店、サンリブ田川店、

トライアル田川店、市内商店街にて開催
　

田川文化センター

柳川市 人権を考えるつどい

八女市

筑後市 サザンクス筑後

大川市

Ｈ20／12／4（木） ウェルとばた

Ｈ20／12／5（金）

Ｈ20／12／5（金)

直方市

人権問題講演会

展示の部、ステージなど 直方市中央隣保館

飯塚市

八幡市民会館

Ｈ20／12／9（火） 門司市民会館

Ｈ20／12／9（火）

西市民センター

中央市民センター

東市民センター

久留米市

人権尊重週間街頭啓発 六角堂広場

2008市民のつどい 久留米市民会館

Ｈ20／12／10（水）
男女共同参画センター「ムー

ブ」

Ｈ20／12／10（水） 若松市民会館

福岡市

早良市民センター

Ｈ20／12／4（木）

13:30～16:00
南市民センター

博多市民センター

城南市民センター

北九州市
人権週間記念講演会



人権週間講演会 ・講演会 13：25～15：45 文化センター Tel: 0944-87-2101      

小ホール 内線338

人権を考える ・講演会 Ｈ20／12／6（土）  人権男女共同参画課 

市民のつどい ・人権作文の表彰 13：00～16：00 Tel: 0930-25-1111      

内線1332

人権街頭啓発活動 中間市ｼｮｯﾊﾟｰｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ周辺にて実施 Ｈ20／12／4（木） 人権男女共同参画課

Ｈ20／12／10（水） Tel: 093-245-3511      

18：30～20：00

2008年度
講師：河野義行（ＮＰＯ法人ﾘｶﾊﾞﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ理

事、元長野県公安委員）
Ｈ20／12／8（月） 人権・同和対策課 

人権週間記念講演会 演題：「報道と人権」 18：30～20:30 Tel: 0942-72-2111      

内線432

ＪＲ二日市駅前、西鉄二日市駅前、 Ｈ20／12／4（木） 人権政策課 

西鉄朝倉街道駅前にて実施（予定） 18：00～19:00 Tel: 092-923-1111      

内線429

パネルディスカッション Ｈ20／12／17（水） 宗像ユリックス  人権対策課

演題：～あなたに伝えたい～　私たちからのメッセー

ジ
13:30～16:00 ハーモニーホール Tel: 0940-36-1270      

・コーディネーター

西崎みどり

・パネラー

子ども：松下等（元県児童相談室長）

女性：森崎和子（むなかた市民大学学長）

障害者：若杉智子

障害者：佐藤拓也

外国人：柳井美枝（コリアン３世）

地域活動：黒田千恵子

（ボランティアグループ代表）

人権政策課

Tel: 092-323-1111      

内線1913

第33回 ①5万人目の市民の方からﾒｯｾｰｼﾞ＆二胡演奏 Ｈ20／12／7（日）  古賀市中央公民館 人権センター

人権を尊重する
②花見小学校児童によるｽﾃｰｼﾞ③市内学校の児童・生徒

による作文発表
9：30～12：00 大ホール Tel: 092-942-1128      

市民の集い ④ピアノコンサート＆人権メッセージ

出演：梯剛之（ピアニスト）

Ｈ20／12／4（木） 人権政策課 

7：30～8：30 Tel: 0940-43-8129      

講師：八代英太（元衆議院議員）  Ｈ20／12／6（土） 福津市文化会館

演題：「21世紀の福祉社会の展望」 13：30～15：00 ｶﾒﾘｱﾎｰﾙ

Ｈ20／12／4（木） 

　　　　　～10

（木）

講師：川村妙慶（僧侶・ｱﾅｳﾝｻｰ・華道家）  Ｈ20／12／5（金） 人権・同和対策課

テーマ：「こころをみつめる 19：30～21：00 Tel: 0943-75-4989      

～今をより豊に生きるために～

街頭啓発 市内９箇所にて実施 Ｈ20／11／27（木）

朝倉地域生涯学習センター 人権・同和対策課 

文化ホール Tel: 0946-22-1124      

杷木地域生涯学習センター 

らくゆう館

ピーポート甘木 

中ホール
嘉麻市・飯塚市・桂川

町
・ふれ愛バザー Ｈ20／12／7（日） 桂川町 嘉穂隣保館 

人権啓発交流ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ・民族楽器の共演会 12:00～16:00 住民センター Tel: 0948-57-0032      

　サムルノリ　和太鼓　ムックリ

Ｈ20／12／6（土）  マイピア高田 生涯学習課

10：30～15：15 多目的ホール Tel: 0944-64-2165      

第14回人権ﾌｪｽﾀ 【ﾌｪｽﾀ行事】 Ｈ20／12／7（日）  ミリカローデン 人権政策課 

なかがわ2008
人権作文朗読、人権作文ポスター・啓発パネル等展

示、おはなし会、ビデオ上映会、バザー等
10：00～ 那珂川 Tel: 092-953-2211      

【人権講演会】

講師：新谷のり子（歌手）

Ｈ20／12／2（火） 社会教育課 

15：30～17：00 Tel: 092-933-2600      

人権週間に伴う Ｈ20／12／4（木）  クリエイト篠栗  社会教育課

「映画上映会」 19：00～20：00 大ホール Tel: 092-948-2222      

人権を尊重する ・小・中学生の人権作文の朗読・表彰 Ｈ20／12／7（日） 町民センター 生涯学習課 

町民のつどい ・子どもからのメッセージ 13:00～16:00 大ホール Tel: 092-935-7100      

　子ども権利ﾌｪｽﾀ2008の活動報告

・講演

　講師：家田荘子（作家）

アザレアホール 社会教育課

須恵 Tel: 092-934-0030      

Ｈ20／12／6（土） 総務課
新宮町 町民のつどい 「健ちゃんバンド」コンサートほか そぴあしんぐう

篠栗町

志免町

須恵町 人権週間記念上映会 題名：「ラストゲーム」 Ｈ20／12／5（金）

嘉麻市

みやま市 人権問題啓発映画会 題名：「大ちゃんだいすき」「１リットルの涙」

那珂川町

宇美町
宇美町一日人権擁護委

員の委嘱・街頭啓発
宇美町役場、宇美駅周辺にて実施

うきは市 人権週間講演会 うきは市民ホール

朝倉市
人権週間映画 映画上映

Ｈ20／12／4（木）

Ｈ20／12／6（土）

Ｈ20／12／9（火）

福津市

街頭啓発
ＪＲ福間駅前、ＪＲ東福間駅前にて街頭啓発物品を配

布

人権講演会

人権ポスター展
市内の小・中学生の児童生徒が描いた人権ポスターを

展示
福津市立図書館2階ｷﾞｬﾗﾘｰｽﾍﾟｰｽ

前原市 街頭啓発 市内ＪＲ各駅前にて実施 Ｈ20／12／1（月）

古賀市

小郡市 小郡市文化会館

筑紫野市 街頭啓発

宗像市 宗像市人権問題講演会

行橋市 コスメイトゆくはし

中間市
人権講演会 講師：すかぶら（人権バンド） 中間市中央公民館

大川市



10：00～12：00 Tel: 092-963-1730      

○児童・生徒の優秀人権作品 Ｈ20／12／7（日）  サンレイクかすや 社会教育課

　　（標語、ポスター、作文）の表彰 13：30～15:30 さくらホール Tel: 092-938-1410      

○児童・生徒による優秀作文の朗読発表

○町内小学校児童による学習の発表

　　※児童、生徒の優秀人権作品の展示

①人権講演会 Ｈ20／12／6（土） 社会教育課 

講師：市岡裕子（ゴスペル歌手） 10：00～15：00 Tel: 093-223-0731      

演題：「人生にあきらめたらあかん！

～足りないものに不平不満を言わず、有るものに感謝

～」

②小学校英語活動発表

小学生による英語演劇の発表

③青少年の主張大会

小中高校生11名による主張

生涯学習課 

Tel: 093-201-4321      

Ｈ20／12／4（木）  社会教育課 

17：00～18：00 Tel: 093-282-1211      

【人権アピール発表】 Ｈ20／12／6（土） 岡垣ｻﾝﾘｰｱｲ 内線323・450

岡垣東中学校2年生（予定） 13：00～17：00 ﾊﾐﾝｸﾞﾎｰﾙ

【人権講演会】

講師：千葉紘子

　　　（歌手・保護司＜篤志面接委員＞）

テーマ：「心の扉を開いて　一人一人の輝きを見失わ

ないで」

講師：古野陽一 Ｈ20／12／4（木 福祉課　人権係 

（ＮＰＯ法人子どもとメディア常務理事） 19：00～20：30 Tel: 093-293-1234      

演題：「ネットメディアから子どもを守るために

～今大人がしなければならないこと～」

Ｈ20／12／4（木） 総務課　人権係 

14：30～16：00 Tel: 09496-2-1212      

内線106
嘉麻市・飯塚市・桂川

町
・ふれ愛バザー Ｈ20／12／7（日） 桂川町 嘉穂隣保館 

人権啓発交流ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ・民族楽器の共演会 12:00～16:00 住民センター Tel: 0948-57-0032      

サムルノリ　和太鼓　ムックリ

人権・同和対策室

Tel: 0946-42-6612      

Ｈ20／12／7（日）  生涯学習課 

10:00～15:00 Tel: 0946-22-2780      

【人形劇】 Ｈ20／12／10（水） 二丈町立 健康福祉課

人権擁護委員による劇 10：00～11：45 中央公民館 Tel: 092-325-1111      

【人権コンサート】 ３階ホール

出演：たかはしべん

①講演会 Ｈ20／12／6（土） 志摩町総合保健 社会教育課 

講師：白谷憲生（社会福祉法人柚の木福祉会理事長） 10：00～12：00 福祉センター Tel: 092-327-1111      

演題：「あなたにもできる優しい目線のまちづくり」

～福祉を通して～
「ふれあい」

②発表　ボディパーカッション

ＭＵＫＡ　人権・同和教育指導員、他

③みんなでボディパーカッション

講師：木藤潮香 Ｈ20／12／7（日） 大刀洗ドリーム 教育委員会

演題：「１リットルの涙」 14：00～16：00 センター Tel: 0942-77-2670      

講師：吉住明海 Ｈ20／12／1（月） 黒木町開発ｾﾝﾀｰ 教育委員会 

　　　（高野山真言宗（宗）慈明院名誉住職） 17：30～19：00 大集会室 Tel: 0943-42-0297      

演題：「自由と束縛」 　

～着物は帯を締めて着られる～

【前夜祭】 Ｈ20／12／5（金） 人権・同和対策課 

人権コンサート 18：30～21：00 Tel: 0943-23-5108      

出演：野田かつひこさん

　　　　深町　宏　さん

【当日祭】 Ｈ20／12／6（土） 立花町担い手

中学生意見発表（３名） 13：15～16：00 研修ｾﾝﾀｰ

講演会　沖縄戦語り部（稲福マサさん）

連続差別はがき事件特別展示

人権ポスター展示

【第１部】人権ｺﾝｻｰﾄ Ｈ20／12／6（土） 広川町保健・ 住民環境課

出演：渡辺千賀子（ﾍﾞﾙ・ｶﾝﾄ ｿﾌﾟﾗﾉ歌手） 13:00～16:20 福祉ｾﾝﾀｰ Tel: 0943-32-0093      

テーマ：「小さな手のひらコンサート～だれもが幸せ

であるために～」
（はなやぎの里） 内線313

【第２部】青少年健全育成

児童・生徒の意見発表

【映写会】 Ｈ20／12／12（金） 教育委員会

題名：「１リットルの涙」 19：00～22：00 Tel: 0943-47-3111      

講師：大野勝彦 Ｈ20／12／5（金） 香春町 総務課

香春町

人権啓発講演会

立花町町民ｾﾝﾀｰ

広川町
心をつなぐ“ひろか和”

の集い

矢部村 矢部村人権講演会 矢部村中央公民館

大刀洗町 人権講演会

黒木町 人権講演会

立花町 たちばな人権フェスタ

ちくぜんまち人権ﾌｪｽﾀ

2008
人権作文の発表、バザー等 筑前町めくばーる

二丈町 人権週間啓発事業

志摩町
志摩町人権を考える町

民の集い

小竹町 人権講演会 講師：小倉知子（弁護士） 小竹町中央公民館

桂川町

筑前町

人権週間街頭啓発 町内スーパー3箇所にて実施
Ｈ20／12／3（水）

17：30～18：00

岡垣町

街頭啓発 海老津駅周辺・金融機関・商業施設等にて実施

岡垣町人権講演会

遠賀町 人権週間講演会 遠賀町中央公民館

芦屋町
第10回芦屋町人権まつ

り
芦屋町総合体育館

水巻町 人権週間街頭啓発
水巻駅前、東水巻駅前、ダイエー水巻店、レッドキャ

ベツ水巻店にて実施

Ｈ20／12／2（火）

7：30～8：00 15:30

～16:00

新宮町 町民のつどい 「健ちゃんバンド」コンサートほか そぴあしんぐう

粕屋町

第29回粕屋町「人権を

尊重する町民のつど

い」



（詩人・画家） 19:00～21:00 町民センター Tel: 0947-32-2511      

〔風の丘　阿蘇大野勝彦美術館館長〕 

演題：「失ってみえてきたもの」

　　　　“みんなやさしの根っこでつながっている”

街頭啓発 町内スーパー等（4箇所）で実施 Ｈ20／12／5（金）

企業訪問 町内企業(30箇所）を訪問 Ｈ20／12／5（金）

講師：石井めぐみ  Ｈ20／12／10（水） 人権推進課

演題：「もっと多くの人に知って欲しい！やさしい街

やさしい人」（予定）
19：00～21：00 Tel: 0947-73-3277      

講師：鮒田晃男 大任町公民館 教育課

演題：「アイヌ文化について」（仮） 講堂 Tel: 0947-63-2242      

Ｈ20／12／4（木） 赤村住民ｾﾝﾀｰ 教務課 

19：30～ 大ﾎｰﾙ Tel: 0947-62-3003      

苅田町立 人権男女共同参画課

中央公民館 Tel: 093-434-1958      

第3回みやこ町 【人権講演会】 Ｈ20／12／6（土） みやこ町総合 生涯学習課 

「人権のつどい」 第1部 13:00～16:30 文化ｾﾝﾀｰ Tel: 0930-33-3114      

講師：南ぬ風人まーちゃん （ｻﾝｸﾞﾚｰﾄみやこ） 人権男女共同参画課

演題：風と大地と島を唄う Tel: 0930-32-2511      

第2部 内線271

講師：吉川精一（歌手／元ＮＨＫアナウンサー）

演題：人生いつもありがとう　涙と笑いの90分

Ｈ20／12／6（土） 人権課 

10:00～11:30 Tel: 0930-52-1822      

Ｈ20／12／6（土）

みやこ町

築上町 人権講演会 講師：西尾紀臣（社団法人福岡県人権研究所所長） 築城公民館

赤村 人権問題講演会 講師：原伸一（社会教育委員）

苅田町 人権講演会 講師：遙洋子（タレント・作家）

香春町

人権啓発講演会

川崎町 川崎町人権講演会 川崎町勤労青少年ホーム

大任町 人権講演会 Ｈ20／12／5（金）


