
市町村 名称 内容 日時 会場 担当・連絡先 

街頭啓発 チラシ・啓発物の配布 
Ｈ２３／１２／２ 
（金）、１２／７（水） 

各区会場 

人権作品展示 小中学生の標語・ポスター等の展示 
Ｈ２３／１２／１（木） 
～１２／１０（土） 

各区役所等 

人権啓発映画放映 平成２２年度本市制作「探梅　春、遠からじ」 
Ｈ２３／１２／５（月） 
１４：０５～１５：００ 

ＫＢＣ 

【ふれあいステージ】 
○オープニング（キッズステージ）　○それいけ！アンパ 
ンマンショー　○人権作品表彰式　○大木こだまひび 
き・高田課長ショー　○杉良太郎講演会　○聖幻会（舞 
踏） 
【ふれあい広場】 
○人権・福祉団体による日常活動成果の発表・展示・販 
売等　○人権啓発パネル等の展示　○人権相談コー 
ナー（人権擁護委員による人権相談を実施）　○キッズ 
ランド（子どもが一日中楽しめるふわふわ等を設置）　○ 
飲食・休憩コーナー　○聴導犬デモンストレーション＆講 
演会 

講　師：森　健さん（ジャーナリスト） 
テーマ：「震災風評と放射線被爆」 

Ｈ２３／１２／６（火） 門司生涯学習センター　講堂 

講　師：石黒　由美子さん（シンクロナイズドスイミング北 
京オリンピック日本代表） 
テーマ：「夢をあきらめない」 

Ｈ２３／１２／７（水） ホテルクラウンパレス北九州　1階ダイヤモンドホール 

講　師：臼井　敏男さん(元朝日新聞社論説副主幹、慶 
応義塾大学非常勤講師） 
テーマ：「同和問題の現在」 

Ｈ２３／１２／７（水） 小倉南生涯学習センター　４階大ホール 

講　師：角谷　敏夫さん(元松本少年刑務所教育課法務教官） 

テーマ：「刑務所の中の中学校　桐分校」～その学びと感動 
～ 

Ｈ２３／１２／８（木） ウェルとばた 

講　師：西岡　力さん（東京基督教大学教授（韓国・北朝 
鮮地域研究専攻）、北朝鮮に拉致された日本人を救出 
するための全国協議会（救う会）会長） 
テーマ：「拉致被害者救出戦略と北朝鮮行政」 

Ｈ２３／１２／１３ 
（火） 

若松市民会館　大ホール 

講　師：生島　ヒロシさん(フリーアナウンサー、東北福祉 
大学客員教授） 
テーマ：「これからの介護に備えて」 

Ｈ２３／１２／８（木） 八幡市民会館　大ホール 

講　師：藪本　雅子さん(元日本テレビアナウンサー、元 
日本テレビ報道局記者） 
テーマ：「メディアと人権」 

Ｈ２３／１２／６（火） 男女共同参画センター“ムーブ”（2階ホール 

【実践報告】福岡市立東光中学校
　　　　　　　「東光中学校における人権教育の取り組み」 

【講　　　演】池田　香代子さん(作家・翻訳家） 

【実践報告】西日本鉄道（株）柏原自動車営業所
　　　　　　「西鉄バス柏原営業所の人権尊重の取り組 
み」 
【講　　　演】ダニエル・カールさん(タレント・山形弁研究 
家） 

【実践報告】草ヶ江校区人権尊重推進協議会
　　　　　　　「草ヶ江校区人権尊重推進協議会の取り組 
み」 

【講　　　演】渡辺　千賀子さん（ベル・カント　ソプラノ） 

【実践報告】壱岐南校区社会同和教育推進協議会 
「壱岐南校区における人権教育の取り組み」 

【講　　　演】奥田　知志さん(ＮＰＯ法人北九州ホームレ 
ス支援機構　理事長） 

【実践報告】多々良保育園 
「子ども一人ひとりの心を大切にする保育をめざして」 

【講　　　演】仲島　正教さん（教育サポーター） 

【実践報告】高取校区人権尊重推進協議会 
「島原の子守唄　そのルーツを訪ねて」～からゆきさん 
の想いを繋ぐ～ 

【講　　　演】田辺　鶴瑛さん（講談師） 

【実践報告】福岡市立城西中学校ＰＴＡ 
「みんなが心豊かに　特別支援学級とともに」～城西中 
学校ＰＴＡ成人委員会の取り組み～ 

【講　　　演】潮谷　義子さん（長崎国際大学学長、前熊 
本県知事） 

Ｈ２３／１２／６（火） 
１３：４０　～１６：００ 

Ｈ２３／１２／９（金） 
１３：４０　～１６：００ 

城南市民センター 

Ｈ２３／１１／２７ 
（日）　１０：００～１ 
５：００ 

西日本総合展示場　新館 

福岡市 西市民センター 
Ｈ２３／１２／７（水） 
１３：４０　～１６：００ 

早良市民センター 

博多市民センター 

南市民センター 

東市民センター 

中央市民センター 

北九州市 

第４０回 
福岡市人権尊重週間 
「人権を尊重する市民の集 
い」 

ふれあいフェスタ２０１１ 

人権推進センター　人権 
文化推進課 
TEL：０９３－５６２－５０１ 
０ 

人権啓発センター 
TEL：０９２－２６２－８４６ 
５ 

人権週間記念講演会 

Ｈ２３／１２／８（木） 
１３：４０　～１６：００ 

Ｈ２３／１２／５（月） 
１３：４０　～１６：００ 

Ｈ２３／１２／８（木） 
１３：４０　～１６：００ 

Ｈ２３／１２／７（水） 
１３：４０　～１６：００



人権問題講演会
　
講師：西尾　紀臣さん（ジャーナリスト） 
演題：未定 

Ｈ２３／１２／７（水） 
１９：００～２０：３０ 

大牟田市労働福祉会館中ホール 

北朝鮮人権侵害問題啓発 
週間「拉致問題を考えるみ 
んなの集い」 

【講演】「拉致被害者家族の訴え」 
講師：増元照明さん（家族会事務局長・拉致被害者増 
元るみ子さんの弟） 
【ビデオ視聴】「拉致　私たちは何故、気付かなかったの 
か！」 

Ｈ２３／１２／１６ 
（金） 
１３：３０～１６：３０ 

大牟田文化会館　小ホール 

むかい治英さんの人権コンサート 
Ｈ２３／１１／２８ 
（月）１５：３０～ 

西鉄久留米駅　他１箇所 

Ａコープ田主丸店前、他３ヶ所　で実施 
Ｈ２３／1２／２（金） 
１６：００～ 

西鉄甘木線4駅前(金島・大城・北野・古賀茶屋）　で実 
施 

Ｈ２３／1２／２（金） 
１８：００～ 

アスタラビスタ城島店前駐車場 
Ｈ２３／1２／１（木） 
１７：００～ 

あんくる夢市場三潴店前　他２ヶ所　で実施 
Ｈ２３／1２／１（木） 
１７：００～ 

ー２０１１市民のつどいー 
○人権作文展示、ステージ発表等　○三潴中発表　○ 
鳥飼小発表 

Ｈ２３／1２／３（土） 
１３：３０～ 

久留米市民会館 

ー第１０回人権フェスタたぬしまるー 
○人権作文展示、ステージ発表等 
【講演会】 
○講師：辛　淑玉さん 
○演題：～外から見る日本、中から見える社会～ 

Ｈ２３／1２／１０ 
（土）１０：００～ 

田主丸そよ風ホール（田主丸複合 
文化施設） 

ー２０１１北野人権講演会ー 
○人権作文展示、ステージ発表等 
【講演会】 
○講師：福永　宅司さん 
○演題：「１５才　学校Ⅵ」～育てよう自尊感情を～ 

Ｈ２３／1２／９（金） 
１９：００～ 

北野公民館 

ー２０１１城島地域人権学習会ー 
○人権作文展示、ステージ発表等 
【講演会】 
○講師：森　美穂子さん 
○演題：みんなの幸せを求めて～誰もが幸せになるた 
めに～ 

Ｈ２３／1２／７（水） 
１３：３０～ 

城島公民館 

ー２０１１三潴地域人権講演会ー 
○人権作文展示、ステージ発表等 
【講演会】 
○講師：長野　健一さん 
○演題：笑顔いっぱい「人権子育てのススメ」～大人とし 
て今、大切なこと～ 

Ｈ２３／1２／９（金） 
１９：００～ 

三潴公民館 

人権作品展 
市内の園児・児童・生徒の皆さん並びに一般の方から 
応募いただいた人権ポスター・標語等の展示(地域毎） 

Ｈ２３／１２／１（木） 
～１２／２８（水）※ 
各地域で異なる為、 
要問い合わせ 

市庁舎2階ホワイエ、人権啓発セン 
ター、市民センター（5箇所：多目的 
棟含む）、田主丸そよ風ホール、北 
野公民館、城島総合文化センター、 
三潴公民館　※それぞれの会場に 
休館日あり 

人権問題講演会 
講師：ちひろ　さん（歌手・作曲家） 
講演：「ちひろ人権コンサート」～こだまするこころ・金子 
みすずのまなざし～ 

Ｈ２３／１１／２５ 
（金） 

１４：００～１５：３０ 

ユメニティのおがた 
大ホール 

市民・人権同和対策課 
TEL：０９４９－２５－２１３ 
８ 

直方一中校区　人権文化祭 展示の部、ステージ、人権映写会など 
Ｈ２３／１２／４（日） 
９：３０～１３：３０ 

直方市中央隣保館 
中央隣保館 
TEL：０９４９－２４－２７８ 
３ 

田川市 人権週間講演会 
講師：樋口　伸生さん（浄土宗西光寺副住職）宮城県石 
巻市在住 
演題：「震災の中の心のふれあい」 

Ｈ２３／１２／３（土） 
１３：００～１５：００ 

福岡県立大学　講堂 

人権・同和対策課 
TEL：０９４７－４４－２００ 
０ 
内線３１７ 

【アトラクション】 
出演：社会福祉法人学正会 

【講演会】 
講師：大野　勝彦　さん 
演題：「失って見えてきたもの」大切な人の喜ぶこと 

【講演会】 
講　師：菊池　幸夫さん（弁護士） 
演題：「出会いの人生で学んだこと」 

【その他】　人権の主張発表（中学生・小学生）・人権パ 
ネル展示・車椅子ダンス体験・啓発アニメ上映等 

飯塚市 
Ｈ２３／１２／４（日） 
１０：００～ 

Ｈ２３／１２／３（土） 
１０：００～１５：３０ 

八女市民会館 八女市 スマイルフェスタやめ２０１１ 

直方市 

柳川市 柳川市人権を考えるつどい 

教育部　人権・同和教育 
課 

TEL：０９４３－２３－２０７ 
４ 

久留米市人権啓発セン 
ター 
TEL：０９４２－３０－７５０ 
０ 

保健福祉部　人権・同和 
対策室 

TEL：０９４４-７３-８１１１ 

企画調整部　人権・同和 
対策課 
TEL：０９４８－２２－５５０ 
０ 

Ｈ２３／１２／４（日） 
１３：３０～１５：４５ 

街頭啓発 

講演会等 

【一人芝居】 
講師：水澤　心吾さん（俳優） 
テーマ：「決断　命のビザ～SENPO杉原千畝物語～」 

平成２３年度嘉麻・飯塚・ 
桂川地区 
人権啓発交流フェスティ 
バル 

人権・同和政策課 
ＴＥＬ：０９４４－４１－２６１ 
２ 

桂川町住民センター　大ホール 

柳川市立三橋公民館（大ホール） 

大牟田市 

久留米市



筑後市 
第２９回人権を考える市民 
のつどい 

【講演会】 
講　師：河野　義行さん（松本サリン事件被害者） 
テーマ：「命あるかぎり～松本サリン事件を超えて～」 

Ｈ２３／１１／２９ 
（火） 
１４：００　～１６：００ 

サザンクス筑後　小ホール 

人権・同和対策室 
TEL：０９４２－６５－７０３ 
９ 

啓発物品配布 
市内中学3年生へ人権週間啓発物品を配布 

Ｈ２３／１２月 

福祉事務所 
ＴＥＬ：０９４４－８５－５５３ 
２ 

大川市人権週間講演会 

講師：奥田　知志さん（NPO法人北九州ホームレス支援 
機構　理事長） 
演題：「絆が人を生かすから～ホームレス支援から見え 
た無縁・日本～」 

Ｈ２３／１２／１（木） 
１３：３０～ 

大川市文化センター 

生涯学習課 
TEL：０９４４－８５－５６１ 
８ 

行橋市 
平成２３年度人権週間記念 
行事　人権を考える市民の 
つどい 

【記念講演会】 
講　師：杉尾　秀哉さん（TBSテレビ解説委員） 
演題：「報道と人権～ニュースの現場から～」 

Ｈ２３／１２／１０ 
（土） 
１３：３０～１５：３０ 

コスメイト行橋 

人権男女共同参画課 
TEL：０９３０－２５－１１１ 
１（内戦１３３２） 

豊前市 人権週間講演会 

第1部　人権標語優秀作品表彰式 
第2部　人権講演会 
講師：湯浅　誠さん（反貧困ネットワーク事務局長・内閣 
府参与） 
演題：「震災と貧困～これからの日本社会を考える～」 

Ｈ２３／１２／４（日） 
１３：００～１５：２０ 

豊前市民会館 
総務課　人権啓発係 
TEL：０９７９－８２－１１１ 
１（内戦１５０９） 

中間市 
平成２３年度中間市人権問 
題講演会 

講師：吉谷　忠男さん（くるめにわか振興会代表） 
演題：しあわせを繋ぐ人権の輪～くるめにわかで笑って 
心の健康～ 

Ｈ２３／１２／８（木） 
１８：３０　～２０：００ 

中間市中央公民館　講堂 

人権男女共同参画課 
TEL：０９３－２４５－３５１ 
１ 

小郡市 
平成２３年度人権週間記念 
講演会 

講師：大野　勝彦さん（画家・詩人） 
演題：「失って見えてきたもの～大切な人の喜ぶことを 
～」 

Ｈ２３／１２／１０ 
（土） 
１３：３０～１５：３０ 

小郡市文化会館　大ホール 

保健福祉部　人権・同和 
対策課 
TEL：０９４２－７２－２１１ 
１ 

○第1部　子どもたちによる人権作文朗読 
○第2部　人権講演会 
講師：松田　朋恵さん（フリーアナウンサー、キャスター、 
レポーター） 
演題：「東日本大震災からのレポート」～Do for Japan 
and Jinken～ 

筑紫野市文化会館　大ホール 

○人権パネル展の実施（筑紫地区４市１町の小・中学 
生人権図画ポスター及び人権の花運動・人権教室の写 
真・パネル等の展示） 

筑紫野市文化会館　ホワイエ 

春日市 人権週間パネル展 
パネル展示：「自分らしく生きるために～性同一性障害 
の人たちの人権～」 

Ｈ２３／１２／２（金） 
～１２／１２（月） 
８：３０～１７：００ 
(土・日休み） 

春日市役所1階市民ラウンジ 

人権男女共同参画課 
TEL：０９２－５８４－１１１ 
１ 

大野城市 
平成2３年度大野城市人権 
週間講演会 

講師：福岡市城南区長尾校区おやじの会　劇団「ひとり 
ぼっち」 
演題：一人芝居「TEARS（涙）」 

Ｈ２３／１２／６（火） 
１９：００～２０：３０ 
（開場１８：３０） 

大野城まどかぴあ多目的ホール 

市民部　人権女性政策課 
TEL：０９２－５８０－１８４ 
０ 

宗像市 宗像市人権講演会 

講師：落合　恵子さん（明治大学文学部英文学科卒業、 
アナウンサーを経て、作家） 
演題：「母に歌う子守唄」～介護すること　されること～ 

Ｈ２３／１２／２１ 
（水） 
１３：３０～１５：３０ 

宗像ユリックス 
ハーモニーホール 

宗像市人権対策課 
TEL：０９４０－３６－１２７ 
０ 

男女共同参画市民フォーラ 
ム 

【講演会】テーマ：だれもがいきいきと輝くまちづくりを目 
指して 
講師：村山　由香里さん（福岡県男女共同参画センター 
あすばる　館長） 
演題：「冒険と挑戦の人生から見えてきた日本の未来」 

Ｈ２３／１２／３（土） 
１０：００～１２：００ 

太宰府市中央公民館大ホール 

人権週間街頭啓発 
Ｈ２３／１２／１（木） 
１７：３０～ 

市内２ヶ所 

いのち輝くまち☆こが２０１ 
１　～古賀市民が人権につ 
いて考え学びあう一日～ 

【第３６回古賀市人権を尊重する市民の集い】 
○人権コンサート　（歌手：李政美さん「すべてのいのち 
がいとおしい」） 
○古賀市内の児童・生徒による人権尊重作文発表 
○青柳小学校６年生による発表「ひとりの力はみんなの 
力、人は人のために生きている～東日本復興応援チャ 
リティーコンサートを通して～」 
○第２８回　古賀市「同和」教育研究大会 
・分科会：古賀市内でで行われている人権にかかわる 
実践報告 

Ｈ２３／１２／４（日） 
９：３０　～ 

リーパスプラザ（古賀市中央公民 
館）・研修棟ほか 

みんなの人権ひろば 人権をテーマにしたパネル展 
Ｈ２３／１１／２９ 
（火） 
～１２／６（火） 

リーパスプラザ（古賀市中央公民 
館）エントランスロビー 

人権ミニコンサート 
玄界高等学校　邦楽部による「伝説」「Ruパン」「昇龍」 
の演奏 

Ｈ２３／１２／２（金） 
１６：００～１７：００ 

サンリブ古賀店西側玄関前 

街頭啓発 
Ｈ２３／１１／２８ 
（月） 
～１２／２（金） 

市内ＪＲ各駅、スーパー各店、コス 
モス館など 

福津市 人権講演会 

【男女共同参画関係表彰式】 
【人権講演会】 
講師：辺　真一さん 
演題：「心の国際化をめざして～人権感覚豊かな社会 
実現を～」 

Ｈ２３／１２／１０ 
（土） 
１３：００　～１５：００ 

福津市中央公民館 
人権政策課 
ＴＥＬ：０９４０－４３－８１２ 
９ 

【人権講演会】 
講師：小西　博之さん 
演題：「生きている喜び」 

Ｈ２３／１２／１０ 
（土） 
１４：００～１５：３０ 

【人権フェスティバル】　　詳細は未定 
Ｈ２３／１２／１０ 
（土） 
１０：００～１５：４０ 

古賀市 

太宰府市 

筑紫野市 
人権講演会（人権啓発活動 

活性化事業） 

Ｈ２３／１２／１１ 
（日） 

１４：００～１６：００ 

人権政策課 
TEL：０９２－９２３－１１１ 

１ 

市民生活部　人権政策課 
TEL：０９２－９２１－２１２ 

１ 
内線　４４３ 

古賀市人権センター　Ｗｉｔ 
ｈ（ウィズ） 

TEL：０９２－９４２－１１２ 
８ 

うきは市民会館（かわせみホール） 
人権・同和対策室 

TEL：０９４３－７５－３３２ 
４ 

うきは市 うきは市人権フェスティバル 

大川市



宮若市 
平成２３年度人権週間　宮 
若市人権講演会 

講師：高木　里美さん（ＮＰＯ福岡ジェンダー研究所理 
事・研究員/アジア女性センタースーパーバイザー/宮 
若市男女共同参画策定協議会会長） 
演題：「もっと自分らしく輝くために～人と人とのすてきな 
関係始めてみませんか」（仮） 

Ｈ２３／１２／５（月） 
１３：３０～ 

マリーホール宮田 
子育て・人権課 
TEL：０９４９－３２－０７６ 
５ 

【人権作品コンクール表彰式・優秀作文発表】 

【講演会】 
講師：陽　信孝さん（元　萩市教育長、萩金谷天満宮 
宮司） 
演題：「老老介護４０００日、愛の軌跡」～優しさの心が 
つなぐ夫婦の絆、地域の絆～ 

みやま市 人権問題啓発映画会 
第1部　映画：「地球が動いた日」（アニメ）10：30～ 
第2部　映画：「アイコンタクト」１３：３０～ 

Ｈ２３／１２／３（土） 
１０：００～１５：０５ 

まいピア高田 
生涯学習課 
ＴＥＬ：０９４４－６４－２１６ 
５ 

街頭啓発 市内ＪＲ５駅にて実施 
Ｈ２３／１２／１（木） 
７：３０～ 

障がい者施設の展示・販売 
Ｈ２３／１２／５（月） 
～１２／９（金） 

糸島市役所 

宇美町 
平成2３年度宇美町１日人 
権擁護委員の委嘱及び街 
頭啓発 

宇美町役場・ＪＲ宇美駅前広場にて実施 
Ｈ２３／１２／１（木） 
１６：３０～１７：００ 

宇美町役場・ＪＲ宇美駅前広場 

共働のまちづくり課　生涯 
学習まちづくり係 
TEL：０９２－９３３－２６０ 
０ 

篠栗町 
人権週間に伴う「映画上映 
会」 

映画上映：　「０（ゼロ）からの風」 
Ｈ２３／１２／５（月） 
１９：００～２１：００ 

クリエイト篠栗 
大ホール 

社会教育課 
TEL：０９２－９４８－２２２ 
２ 

①小中学生による人権作文朗読と表彰 

②講演 

講師：樋口恵子さん（評論家・東京家政大学名誉教授・ 
NPO法人「高齢社会をよくする女性の会」理事長） 
テーマ：「２１世紀を考える　高齢社会とどう向き合うか」 

新宮町 
第３５回　人権を尊重する 
町民のつどい 

【公演】「この世を花にするために～伏してぞ止まん、ぼ 
く、宮本警部です。～」より 
【人権ポスター、標語作品の表彰】 

Ｈ２３／１２／３（土） 
１０：３０～１２：３０ 

そぴあしんぐう　大ホール 
総務課 
TEL：０９２－９６３－１７３ 
０ 

【第１部】　町内小中学校児童生徒による学習発表 

【第２部】 
○児童・生徒人権優秀作品の表彰と作文朗読発表 
○あいさつ運動優秀作品の表彰と作文朗読発表 

○人権講演会 
講　師：松崎　運之助さん（元・夜間中学校教諭） 
テーマ：～私の「夜間中学」体験記～命の光を大きく輝 
かせるために 

○ミニコンサート 

○青少年の主張大会 

○ふれあいイベント　　　　唄、踊り、太鼓など 

○その他のお楽しみ　　　食べ物コーナーや各種バ 
ザー 

水巻町 世代間交流発表会 小学生から高齢者まで多世代にわたる意見発表会 
Ｈ２３／１２／１０ 
（土）
　１０：００～１２：００ 

水巻町中央公民館　大ホール 
生涯学習課 
TEL：０９３－２０１－４３２ 
１ 

【人権アピール】 
山田小学校(合唱他）：演題「命の大切さ」、　合唱：「この 
星に生まれた」他 

【人権講演会】 
講　師：杉尾　秀哉さん（TBS報道局解説・専門記者室 
長） 
テーマ：「報道と人権～情報化社会を生きる～」 

児童・生徒の作品展示 作文・標語・ポスター・習字など 
Ｈ２３／１２／２（金） 
～１２／８（木） 

社会教育課 
TEL：０９２－９３８－１４１ 
０ 

平成２３年度嘉麻・飯塚・ 
桂川地区 
人権啓発交流フェスティ 
バル 

嘉麻市 
Ｈ２３／１２／４（日） 
１０：００～ 

桂川町住民センター　大ホール 
人権・同和対策課 

TEL：０９４８－５７－００３ 
２ 

第3４回人権を尊重する町民のつどい 

Ｈ２３／１２／４（日） 
１３：３０　～１５：３０ 

サンレイクかすや　さくらホール 

Ｈ２３／１１／２７ 
（日）、１２／３（土）、 
１２／４(日）、１２／ 
１０(土）、１２／１１ 
(日）（※要問合せ） 

サンライズ杷木 
大ホール 

ミリカローデン那珂川 

志免町立町民センター 
大ホール 

第１7回人権フェスタなかが 
わ２０11 

那珂川町 

人権福祉部　人権政策課 
人権政策係 

TEL：０９２－３３２－２０７ 
５ 

人権・同和対策課 
TEL：０９４６－２２－１１１ 

１（内線６１－５１６） 

人権政策課 
TEL：０９２-９５３-２２１１ 

各市内公民館（※公民館によって日 
時と映画上映内容が異なりますの 
でご注意ください） 

Ｈ２３／１２／９（金） 
１９：００～２１：１０ 

生涯学習課 
TEL：０９２－９３５－７１０ 
０ 

第32回粕屋町 
人権を尊重する町民のつど 
い 

岡垣町 

人権を考える朝倉市民のつどい 

人権映画祭 

【一人芝居】 
講師：水澤　心吾さん（俳優） 
テーマ：「決断　命のビザ～SENPO杉原千畝物語～」 

朝倉市 

糸島市 映画上映：　『パートナーズ』　『地球が動いた日』　『信さ 
ん　炭鉱町のセレナーデ』　『おまえうまそうだな』 

Ｈ２３／１２／４（日） 
１０：００～１４：３０ 

芦屋町 

粕屋町 

Ｈ２３／１２／４（日） 
１３：３０～１５：５０ 
（受付　１３：００～） 

Ｈ２３／１２／１０ 
（土） 

９：３０　～１５：００ 

ステージ発表、人権作品展示、おはなし会、軽食バ 
ザー、物品バザーなど 

志免町 

岡垣町人権講演会 

岡垣サンリーアイ 

生涯学習課 
TEL：０９３－２２３－０８８ 
１ 

第13回芦屋町 
人権まつり 

教育委員会　生涯学習課 
TEL：０９３－２８２－１２１ 

１ 

芦屋町町民会館・中央公民館 

Ｈ２３／１２／３（土） 
１３：３０～１６：００



遠賀町 人権講演会 
講師：納富　昌子さん（RKBメデイア事業局専門局長） 
演題：「女子力が日本を支えるために」 

Ｈ２３／１２／７（水） 
１９：００～２０：３０ 

遠賀町中央公民館　大ホール 
住民課 
TEL：０９３－２９３－１２３ 
４ 

小竹町 人権講演会 
講師：弓削田　健介さん（作曲家・シンガーソングライ 
ター）　　出演：こたけしディスエコー（合唱） 
演題：「いのちと夢のコンサート」 

Ｈ２３／１２／１２ 
（月） 
１４：００～１６：００ 

小竹町中央公民館 

総務課　人権係 
TEL：０９４９６－２－１２１ 
２ 

鞍手町 人権週間 未定 Ｈ２３／１２月 鞍手町中央公民館 
教育課 
TEL：０９４７－４２－７２０ 
０ 

筑前町 筑前町人権フェスタ２０１１ 
ステージ発表、作品展示、人権作品コンクール表彰、バ 
ザー 

Ｈ２３／１２／４（日） 
９：３０～１５：００ 筑前町めくばーる 

生涯学習課 
TEL：０９４６－２４－８７６ 
２ 

東峰村 東峰村人権講演会 
講師：副島　正純さん（車いすマラソン世界最速を狙うア 
スリート） 
演題：未定 

Ｈ２３／１２／２（金） 
１９：３０～２１：００ 

いずみ館 
住民福祉課 
TEL：０９４６－７４－２３１ 
１ 

大刀洗町 大刀洗町人権講演会 
講師：渡辺　りえ子　さん（サイン〔手話〕シンガー） 
演題：「～掌のSigｎ～阪神淡路大震災を乗り越えて」 

Ｈ２３／１２／４（日） 
１４：００～１５：３０ 

大刀洗ドリームセンター　ドリーム 
ホール 

生涯学習課 
TEL：０９４２－７７－２６７ 
０ 

大木町 人権週間啓発講演会 
講師：入江　春代さん（元久留米児童相談所所長） 
演題：「子どものさけび声が聞こえますか」～もしかして 
虐待？と思った時、私たちにできること～ 

Ｈ２３／１２／７（水） 
１３：３０～１５：３０ 

大木町役場３階　大会議室 
税務町民課 
TEL：０９４４－３２－１０６ 
８ 

【講演】 
講師：露の新治さん（落語家） 
テーマ：「新ちゃんのお笑い人権高座～笑顔でくらす、願 
いに生きる～」 

【同時開催】広川中学校和楽器クラブ蕾桜による太鼓の 
演奏 

香春町 人権啓発講演会 
講師：木藤　潮香さん（『１リットルの涙』著者：木藤亜也 
の母） 
演題：「ひとつしかない命～１リットルの涙～」 

Ｈ２３／１２／８（木） 
１９：００～ 

香春町町民センター 
総務課 
TEL：０９４７－３２－８４０ 
７ 

人権講演会 未定 H２４　１月開催予定 そえだ公民館(オークホール） 

街頭啓発 道の駅、スーパー前や交差点付近で実施 
Ｈ２３／１２／１（木） 
１２：００～、１７：００ 
～ 

道の駅、スーパー前や交差点付近 

職場啓発 郵便局や銀行などで実施 
Ｈ２３／１２／２（金） 
１０：００～ 

郵便局や銀行など 

広報車による啓発 道の駅、スーパー前や交差点付近で実施 
Ｈ２３／１２／１（木） 
１２：００～、１７：００ 
～ 

道の駅、スーパー前や交差点付近 

糸田町 人権講演会 糸田町文化会館 

糸田町教育委員会　教務 
課
TEL：０９４７－２６－３７８ 
８ 

川崎町 川崎町人権講演会 
講師：落合　恵子さん 
演題：「子どもの人権と子育て」～地域子育てネットワー 
クづくり～ 

Ｈ２３／１２／１３ 
（火） 
１９：００～ 

川崎町勤労青少年ホーム 
人権推進課 
TEL：０９４７－７３－３２７ 
７ 

大任町 人権講演会 
講師：髙石　伸人さん（ＮＰＯ法人ちくほう共学舎「虫の 
家」事務局長） 
演題：「ハンセン病差別と私たちの責任」 

Ｈ２３／１２／９（金） 
１３：３０～ 

大任町公民館　講堂（３階） 
教育課社会教育係 
TEL：０９４７－６３－２２４ 
２ 

赤村 赤村人権週間講演会 赤村住民センター 
人権・同和対策室 

TEL：０９４７－６２－３００ 
０ 

福智町 福智町人権講演会 
【講演会】 
講　師：辛　淑玉さん 
演題：「人権力を養う～災害で見えたこと～」 

Ｈ２３／１２／２１ 
（水） 
１９：００～２０：３０ 

福智町同和対策研修センター 
人権・同和対策課 
TEL：０９４７－２２－０５５ 
５ 

苅田町 
苅田町人権メッセージ２０１ 
１ 

第1部　苅田町小中学生人権作品表彰式　 1１:30～ 
第2部　講演会　　1３:３0～ 
講師：山本ｺｳﾀﾛｰさん（ﾌｫｰｸシンガー・白鴎大学教授） 

Ｈ２３／１２／４（日） 
１１：３０～１５：００ 

苅田町立中央公民館 

人権男女共同参画課　人 
権推進係 
TEL：０９３－４３４－１９５ 
８ 

吉富町 人権講演会 
【講演会】 
講　師：ロバート・ワトソンさん 
演題：「私の出会った日本のかたち、日本のこころ」 

Ｈ２３／１２／６（火） 
１３：３０～１５：００ 

吉富フォーユー会館 
住民課 
TEL：０９７９－２４－１１２ 
４ 

上毛町 
上毛町人権・同和問題啓発 
講演会 

【講演会】 
講　師：江川　紹子さん（ジャーナリスト） 
演題：「命の重さ～混迷の時代に想う～」 

Ｈ２３／１２／４（日） 
１３：３０～１５：００ 

げんきの杜　多目的ホール 
住民課 
TEL：０９７９－７２－３１１ 
１ 

講師：宮村　みつおさん（美ら島沖縄大使） 
演題：絆～いきている人間として～ 

沖縄戦資料展・戦争パネル展 

隣保館 
TEL：０９４８－６５－１１８ 

７ 
桂川町 

平成２３年度嘉麻・飯塚・ 
桂川地区 
人権啓発交流フェスティ 
バル 

人権男女共同参画課 
ＴＥＬ：０９３０－３３－１１１ 
１（１５１） 

Ｈ２３／１２／３（土） 
１３：００～１５：３０ 

みやこ町総合文化センター 
（サン・グレートみやこ） 

Ｈ２３／１２／１０ 
（土） 
１３：００～１５：００ 

住民環境課 
TEL：０９４３－３２－００９ 
３ 

築上町 

第６回みやこ町「人権のつ 
どい」 

【講演会】 
講師：中嶋　玲子さん（福岡県男女共同参画センター 
「あすばる」前館長） 
演題：「世代をこえ　性別をこえ　一人ひとりが輝くみや 
こ町に！！」 

心をつなぐ“ひろか和”の集い 

添田町 

みやこ町 

広川町 

人権課 
TEL：０９３０－５２－１８２ 
２ 

「第６３回人権週間」人権講 
演会 

Ｈ２３／１２／４（日） 
１３：００～１５：００ 

築上町文化会館　コマーレ　大ホー 
ル 

【一人芝居】 
講師：水澤　心吾さん（俳優） 
テーマ：「決断　命のビザ～SENPO杉原千畝物語～」 

広川町保健・福祉センター 
（はなやぎの里）3階多目的ホール 

人権啓発係 
TEL：０９４７－８２－５９６ 

４ 

未定 

未定 

Ｈ２３／１２／４（日） 
１０：００～ 

桂川町住民センター　大ホール


