
平成２４年度　同和問題啓発強調月間における各市町村の行事一覧 

市町村 名称 内容 日時・受付時間等 会場名 担当部局・連絡先 

街頭啓発 主要駅前・商店街等 
Ｈ２４／７／２（月） 

啓発映画テレビ放映 未定 Ｈ２４／７月（未定） 未定 

ポスター作成、掲示 関係行政機関、企業等 Ｈ２４／７／１～３１ 

上映会   映画「声を聞かせて」 

講演会 
講師：松村智広さん（みえ人権教育・啓発研究会 
代表） 
演題：「へこたれん～人はきっとつながれる～」 

天神地区街頭啓発（県と共働） 
天神地区（西鉄福岡駅周辺） 
リーフレット等の配布 

Ｈ２４／７／２（月） 
８：００頃（予定） 

メディア啓発（啓発CM放送） 民放５社でテレビCMを放送 
Ｈ２４／６／２９（金） 
から１週間 

城南区人権を考えるつどい 

テーマ：子育てシンガーmon(もん）トーク＆コンサー 
ト～いのちをつなぐ「生まれてきてくれてありがと 
う！」～ 
講師：mon（もん）さん（子育てシンガー） 

Ｈ２４／７／７（土） 
１４：００～１６：００ 
（開場１３：３０～） 

城南市民センター 
ホール 

城南区区政推進部生涯学 
習推進課 
TEL：０９２－８３３－４０４ 
４ 

早良区人権を考えるつどい 
渡辺千賀子さんのおはなしコンサート 
講師：渡辺千賀子さん 

Ｈ２４／７／１０（火） 
１４：００～１５：３０ 
（１３：３０開場予定） 

早良市民センター 
４階　ホール 

早良区区政推進部生涯学 
習推進課 
TEL：０９２－８３３－４４０ 
１ 

西区人権を考えるつどい 

テーマ：「この子らに教えられて」 
講師：吉岡一博さん（知的障がい者福祉作業所　地 
球防衛隊バンブー代表） 

Ｈ２４／７／１０（火） 
１４：００～１６：００ 
（開場１３：００） 

西市民センター　ホール 
生涯学習推進課 
TEL：０９２－８９５－７０２ 
７ 

博多区人権を考えるつどい 
テーマ：「あーよかったな　あなたがいて～｢優しさ」 
という温かい貯金～」 
講師：仲島正教さん（教育サポーター） 

Ｈ２４／７／３０（月） 
１３：３０～１５：００ 
（１３：００開場予定） 

博多市民センター　ホー 
ル 

博多区地域支援部生涯学 
習推進課 
TEL：０９２－４１９－１０２ 
５ 

大牟田市 人権・同和教育講演会 
講　師：石滝豊美さん 
テーマ：「歴史発見！明治６年　筑前竹槍一揆」 

Ｈ２４／７／１４（土） 
１０：００～１１：３０ 
(予定） 

大牟田市労働福祉会館 
中ホール 

人権・同和教育課 
TEL：０９４４－４１－２８６ 
９ 

人権コンサート、チラシおよび啓発物品配付 
Ｈ２４／６／１８（月） 
１８：００～１９：００ 

西鉄久留米駅東口遊歩 
道、ゆめタウン久留米 

従事者への人権研修、チラシおよび啓発物品配付 
Ｈ２４／７／３（火） 
１５：３０～ 

Ａコープ田主丸店、マッ 
クスバリュー、ダイレック 
ス、サンディ 

チラシおよび啓発物品配付 
Ｈ２４／７／２（月） 
１８：００～１９：００ 

西鉄甘木線４駅前 

啓発パネル等を掲示、チラシおよび啓発物品配付 
Ｈ２４／６／２９（金） 
１７：００～ 

アスタラビスタ城島店 

チラシおよび啓発物品配付 
Ｈ２４／７／２（月） 
１７：００～ 

あんくる夢市場三潴店、 
西鉄ストア三潴店、マル 
キョウ 

２０１２年　同和問題講演会 
講師：組坂幸喜さん 
演題：「差別をなくすということ　人権をまもるという 
こと」～部落問題の現実からの視座～ 

Ｈ２４／７／１（日） 
１４：００～ 

市民会館大ホール 

２０１２年度　久留米市田主丸地域 
心ふれあう人権のまち「講演」の集 
い 

講師：坂田かおりさん 
演題：「出逢いの中から」～この子たちの笑顔に逢 
いたくて～ 

Ｈ２４／７／６（金） 
１９：３０～ 

そよ風ホール 

北野人権・同和問題講演会 
講師：長野健一さん 
演題：「人つなぎ　心むすんで　夢つむぐ」～人権・ 
同和問題に学びつつ～ 

Ｈ２４／７／６（金） 
１９：００～ 

北野公民館 

城島人権・同和問題講演会 
講師：綾部章子さん 
演題：「自らが参画する人権のまちづくり」 

Ｈ２４／７／１１（水） 
１３：３０～ 

城島公民館 

三潴人権・同和問題講演会 
講師：組坂幸喜さん 
演題：「人権文化とまちづくり」 

Ｈ２４／７／１２（木） 
１０：００～ 

三潴公民館 

同和問題啓発特別展「心・ハーモニー展」 Ｈ２４／７／１～８／３０ 人権啓発センター 

「心・ハーモニー展」 Ｈ２４／７／１～３０ 
市役所２階、各市民セン 
ター、JR久留米 

同和問題啓発資料展 
唄と、語りと、心に熱を。「むかい治英の唄心」展 

Ｈ２４／７／１～３０ そよ風ホール 

直方市 直方市同和問題講演会 
講師：むかい治英さん（「唄と語り」フォークシン 
ガー）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演題：「や 
さしく　心たくましく」 

Ｈ２４／７／２７（金） 
開場１３：３０ 
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：０９４９－２５－２１０ 
５ 

福岡市 

市民局人権・同和対策部 
人権啓発センター 
ＴＥＬ：０９２－２６２－８４６ 
５ 

久留米市 

街頭啓発 

北九州市 
人権文化推進課 
TEL：０９３－５６２－５０１ 
０ 

展示事業 

人権・同和問題啓発映画映写会講 
演会 

Ｈ２４／７／２０（金） 
１３：３０～１６：０５ 

男女共同参画センター 
「ムーブ」 

人権啓発センター 
TEL：０９４２-３０-７５００



街頭啓発 
本町・東町・昭和通　3コース、イオン穂波ショッピン 
グセンター各入り口　　　　　　　　　　　　　※各地区で 
も実施 

Ｈ２４／７／２（月） 
１１：００～１２：００ 

Ｈ２４／７／７（土） 
１４：００～１５：３０ 

穂波公民館 

Ｈ２４／７／７（土） 
１９：００～２０：３０ 

筑穂公民館 

Ｈ２４／７／１３（金） 
１０：００～１１：３０ 

菰田公民館 

Ｈ２４／７／１３（金） 
１４：００～１５：３０ 

立岩公民館 

Ｈ２４／７／１３（金） 
１９：００～２０：３０ 

頴田公民館 

Ｈ２４／７／２３（月） 
１０：００～１１：３０ 

幸袋公民館 

Ｈ２４／７／２３（月） 
１４：００～１５：３０ 

鎮西公民館 

Ｈ２４／７／２６（木） 
１０：００～１１：３０ 

鯰田公民館 

Ｈ２４／７／２６（木） 
１４：００～１５：３０ 

二瀬公民館 

Ｈ２４／７／２６（木） 
１９：００～２０：３０ 

庄内公民館別館 
旧生涯学習交流館 

Ｈ２４／７／３１（火） 
１０：００～１１：３０ 

飯塚公民館 

Ｈ２４／７／３１（火） 
１４：００～１５：３０ 

飯塚東公民館 

田川市 街頭啓発 
市内5箇所 
啓発物品（ポケットティッシュ）・チラシを配付 

Ｈ２４／７／５（木） 
１５：３０～ 

人権・同和対策課 
ＴＥＬ：０９４７－４４－２００ 
０ 

柳川市 人権・同和教育夏期講座 
渡辺千賀子おはなしコンサート 
講師：渡辺千賀子さん（ベル・カント　ソプラノ） 

Ｈ２４／７／７（土） 
１３：３０開場 
１４：００開演 

柳川市立三橋公民館 
大ホール 

人権・同和対策室 
TEL：０９４４-７７－８５３２ 

講演：山本華世さん（テレビキャスター） 
演題：「自分らしく生きる」 

Ｈ２４／７／７（土） 
１２：３０開場 
１３：３０開会 

おりなす八女大ホール 

講師：露の新治さん（落語家） 
演題：「新ちゃんのお笑い人権高座」 

Ｈ２４／７／２１（土） 
１２：３０開場 
１３：３０開会 

立花市民センター 

講師：徳永玲子さん（テレビキャスター） 
演題：「玲子、しっかり生きている」 

Ｈ２４／７／２９（日） 
１２：３０開場 
１３：３０開会 

黒木開発センター 

筑後市 
第３１回筑後市同和問題・人権啓発 
推進大会 

講師：旭堂南陵さん（講談師） 
演題：「人の心にひそむ差別」～人権講談：部落問 
題「水平社誕生物語」～ 
その他：ピュアハートによる演奏 

Ｈ２４／７／２４（火） 
１４：００～１６：３０ 

サザンクス筑後 小ホー 
ル 

人権・同和対策室 
TEL：０９４２－６５ー７０３９ 

大川市 街頭啓発 ゆめタウン大川、江頭エーザイ本店 
Ｈ２４／７／２（月） 
１６：１５～１７：００ 

福祉事務所 
TEL：０９４４-８５－５５３２ 

行橋市 
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集い” 

・行橋音楽協会がおとどけする「歌のおくりもの」 
指揮：有松紀子さん、ピアノ：伊東亜由子さん 
・講演 
講師：栗原美和子さん（テレビドラマプロデュー 
サー、作家） 
演題：「橋はかかる～差別のない社会を目指して 
～」 

Ｈ２４／７／７（土） 
１３：３０～ 

コスメイト行橋 
人権男女共同参画課 
TEL：０９３０－２５－１１１ 
１ 

豊前市 同和問題啓発強調月間講演会 
講師：阿波木偶箱廻しを復活する会 
演題：人権文化を考える「福を運んだえべっさん」 

Ｈ２４／７／２８（土） 
１３：００～１６：００ 

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

人権・みんなの幸せを願う集い 

講師：新垣勉さん（テノール歌手、パプティスト協会 
牧師） 
テーマ：「みんなちがって、みんないい」 

Ｈ２４／７／２０（金） 
開場１７：５０ 
開演１８：２０ 

なかまハーモニーホー 
ル　大ホール 

街頭啓発 ショッパーズモールなかま周辺 
Ｈ２４／７／５（木） 
１０：３０～１１：００ 

小郡市 同和問題強調月間　市民講演会 
講師：清原隆宣さん（西光寺副住職） 
演題：「あなたに光を！」 

Ｈ２４／７／７（土） 
１４：００～１５：４０ 

小郡市文化会館 
人権・同和教育課 
TEL：０９４２ー７２ー２１１１ 
内線５３２ 

筑紫野市 筑紫野市同和問題講演会 

絵本「いのちをいただく」朗読と講演 
朗読：徳永玲子さん（KBC九州朝日放送キャスター） 
講師：坂本義喜さん（熊本市食肉加工センター勤 
務） 

Ｈ２４／７／７（土） 
１３：００～１５：００ 

筑紫野市文化会館 
教務課人権・同和担当 
ＴＥＬ：０９２－９２３－１１１ 
１ 

街頭啓発 
西鉄春日原駅前等 
配布物：リーフレット、歯ブラシ 

Ｈ２４／７／２（月）、９ 
(月）、２０(金） 
１７：３０～　３回実施 

Ｈ２４／６／３０（土）～ 
７／１１(水）　　　９：００ 
～１７：００（月曜日休 
み） 

春日市ふれあい文化セ 
ンターふれあいプラザ 

Ｈ２４／７／１３（金）～ 
３１(火）　　８：３０～１７： 
００（土・日休み） 

春日市役所１階市民ラ 
ウンジ 

Ｈ２４／７／５(木） 
１９：００～２０：３０ 

北コミュニティセンター 
（多目的室） 

Ｈ２４／７／１０(火） 
１９：００～２０：３０ 

中央コミュニティセンター 
（多目的室） 

Ｈ２４／７／１９(木） 
１９：００～２０：３０ 

東コミュニティセンター 
（多目的室） 

Ｈ２４／７／２７（金） 
１９：００～２０：３０ 

南コミュニティセンター 
（多目的室） 

市民部 人権女性政策課 
TEL：０９２-５８０-１８４０ 

講師：弓削田健介さん（シンガーソングライター） 
演題：「いのちと夢のコンサート」 

講師：比留間光悦さん（シンガーソングライター） 
演題：「いのちと夢のコンサート」 

コミュニティ別人権・同和問題研修会 コミュニティごとに研修会を開催 大野城市 

人権政策課 
TEL：０９２－５８４－１１１ 
１ 

同和問題啓発資料展 
パネル展示「『民衆の力』を学ぶ～渋染一揆・筑前 
竹槍一揆～」 

講師：比留間光悦さん（シンガーソングライター） 
演題：「いのちと夢のコンサート」 

飯塚市 

人権同和政策課 
ＴＥＬ：０９４８－２２－５５０ 

０ 
内線１３２７ 同和問題啓発強調月間講演会 

春日市 

講師：弓削田健介さん（シンガーソングライター） 
演題：「いのちと夢のコンサート」 

講師：比留間光悦さん（シンガーソングライター） 
演題：「いのちと夢のコンサート」 

八女市 人権のまちづくり市民の集い2012 
人権・同和政策課 
TEL：０９４３-２３-１４９０ 

中間市 
人権男女共同参画課 

TEL：０９３－２４５－３５１ 
１



街頭啓発 市内商業施設８箇所 Ｈ２４／７／２（月） 

人権講演会 
講師：宇梶剛士さん（俳優） 
演題：「転んだら　どう起きる？」 

Ｈ２４／７／２５（水） 
１３：３０～１５：３０ 

宗像ユリックス 
ハーモニーホール 

太宰府市 同和問題啓発強調月間市民講演会 

・講演 
講師：村崎太郎さん（猿まわし芸人） 
演題：「橋はかかる～被差別部落に生まれ育って 
～」 
・演奏：太宰府市民吹奏楽団 

Ｈ２４／７／１４（土） 
１０：００～１２：００ 

太宰府市中央公民館 
市民ホール 

人権政策課 
ＴＥＬ：０９２－９２１－２１２ 
１ 

古賀市 
第32回古賀市同和問題を考える市 
民の夕べ 

・松崎運之助さんによる講演「命の光を大きく輝か 
せるために」 
・「ひらがなにっき」　文：若一の絵本制作実行委員 
会　絵：長野ヒデ子　群読：古賀市社会「同和」教育 
推進協議会 

Ｈ２４／７／７（土） 
１８：３０～２０：３０ 

リーパスプラザ　大ホー 
ル　　　　　（古賀市中央 
公民館） 

人権センター 
TEL：０９２－９４２－１１２ 
８ 

福津市 人権講演会 
講師：井沢元彦さん 
演題：「歴史の中の人権」 

Ｈ２４／７／１４（土） 
１３：３０～１５：００ 

福津市文化会館（カメリ 
ア） 

人権政策課 
TEL：０９４０ー４３ー８１２９ 

うきは市 同和問題啓発強調月間講演会 
講師：旭堂南陵さん（学術博士〔大阪芸術大学〕） 
演題：「人の心に潜む差別」 

Ｈ２４／７／６（金） 
１９：３０～２１：００ 

うきは市文化会館 
白壁ホール 

人権・同和対策・男女共同 
参画推進室 
TEL：０９４３－７５－３３４ 
３ 

鞍手町 
Ｈ２４／７／２３（月） 
１４：３０開演 

鞍手町中央公民館 
教育課 
TEL：０９４９‐４２-７２００ 

小竹町 
Ｈ２４／７／２４（火） 
１４：３０開演 

小竹町中央公民館 
総務課 
TEL：０９４９‐６２-１２１２ 

宮若市 
Ｈ２４／７／２５（水） 
１４：３０開演 

宮田文化センター 
社会教育課 
TEL：０９４９‐３２-３２１０ 

嘉麻市 嘉麻市「人権のつどい」 

同和問題啓発強調月間講演会 
テーマ：報道と人権 
講師：杉尾秀哉さん（TBSテレビ報道局　解説・専門 
記者室長（局長待遇）） 

Ｈ２４／７／８（日） 
１０：００開場 
１０：３０開演 

嘉麻市なつき文化ホー 
ル 

人権・同和対策課 
嘉穂隣保館 
ＴＥＬ：０９４８－５７－００３ 
２ 

朝倉市 同和問題啓発強調月間講演会 
講師：角岡伸彦さん（ノンフィクションライター） 
演題：「これからの部落問題」 

Ｈ２４／７／５（木） 
１８：３０開場 
１９：００開会 

サンライズ杷木　大ホー 
ル 

人権・同和対策課 
TEL：０９４６－２２－１１１ 
１（内線516） 

みやま市 人権・同和問題講演会 
「おはなしコンサート～すべての人がしあわせにな 
るために～」 
講師：渡辺千賀子さん 

Ｈ２４／７／１４（土） 
１３：３０～１５：３０ 

まいピア高田　多目的 
ホール 

社会教育課 
TEL：０９４４-６４-２１６５ 

同和問題啓発強調月間中央講演会 

講師：長野健一さん（筑紫野市同和教育研究協議 
会　元事務局次長・運営委員、太宰府市同和教育 
推進委員会　委員） 
演題：「人つなぎ　心むすんで　夢つぐむ」～人権・ 
同和問題に学びつつ～ 

Ｈ２４／７／１４（土） 
１３：３０～ 

糸島市人権センター 

同和問題啓発強調月間支部講演会 糸島市各支部にて講演会を開催 

Ｈ２４／６／３０（土）、７ 
／３（火）、７／６（金）、 
７／７（土）、７／２１ 
（土） 

糸島市内各公民館 

那珂川町 那珂川町同和問題講演会 
講師：狩野草原さん（宮若市円通院住職） 
演題：「日常生活の中の迷信～宗教と部落問題～」 

Ｈ２４／７／２２（日） 
１３：３０開場 
１４：００～１５：３０ 

ミリカローデン那珂川 
文化ホール 

人権政策課 
TEL：０９２－９５３－２２１ 
１(内線１８２） 

同和問題啓発強調月間街頭啓発 宇美町役場、宇美駅周辺他 
Ｈ２４／７／３（金） 
１１：００～１２：００ 

宇美町人権問題啓発講演会 

講師：渡部陽一さん(戦場カメラマン、ジャーナリス 
ト） 
演題：「戦場からのメッセージをあなたに～ファイン 
ダー越しに見た命の現場～」 

Ｈ２４／７／７（土） 
１４：００～１６：００ 

宇美町立中央公民館 
大ホール 

教育委員会　社会教育課 
TEL：０９２－９３３－２６０ 
０ 

篠栗町 社会を明るくする町づくり講演会 
講師：金村義明さん 
演題：「我が野球人生」 

Ｈ２４／７／２（月） 
開場１８：３０ 
開演１９：００ 

クリエイト篠栗 
大ホール 

社会教育課 
TEL：０９２－９４８－２２２ 
２ 

志免町 同和問題啓発講演会 
講師：三遊亭歌之介さん（落語家） 
演題：「心に響く笑いと涙の人生学」 

Ｈ２４／７／１（日） 
受付１３：００～１３：３０ 
講演：１３：３０～１５：２ 
０ 

志免町民センター　大 
ホール 

社会教育課 
TEL：０９２－９３５－７１０ 
０ 

須恵町 演劇会 劇団ショーマンシップ「ないた赤おに」 
Ｈ２４／６／３０（土） 
受付１０：３０～ 
開演１１：００～ 

アザレアホール須恵 
社会教育課 
TEL：０９２－９３４－００３ 
０ 

新宮町 三月間　町民のつどい 
講演会 
講師：清原隆宣さん 
テーマ：「人の世に熱と光を！」 

Ｈ２４／７／７（土） 
１０：００～１２：１５（予 
定） 

そぴあしんぐう 
社会教育課 
TEL：０９２-９６２-５１１１ 

久山町 久山町人権問題講演会 
講師：林田スマさん 
演題：「共に生きる、共に輝く、まちづくり」～誰もが 
大切にされるまち“久山”の力を考える～」 

Ｈ２４／７／１２（木） 
１９：３０～２１：００ 

レスポアール久山 
教育委員会 
TEL：０９２－９７６－１１１ 
１ 

人権対策課 
ＴＥＬ：０９４０－３６－１２７ 
０ 

人権政策課 
TEL：０９２－３３２－２０７ 
５ 

宇美町 

同和問題啓発強調月間２０１２ 
ミュージカル「おばあちゃんとヒューマノイドとぼくら」 
劇団　宮若レインボーカンパニー　公演 

糸島市 

宗像市



街頭啓発 町内JR　５駅 
Ｈ２４／７／３（火） 

・粕屋町青少年育成町民の会　大会 
・人権問題啓発強調月間　大会 
・社会を明るくする運動強調月間 
大会 

・各事業報告 
・講演 
講師：小野弘行さん（東松島市総務部長） 
演題：「あの日を忘れずともに未来へ」～東松島一 
心～ 

Ｈ２４／７／８（日） 
サンレイクかすや 

芦屋町 人権コンサート 
講師：来世楽さん（津軽三味線奏者） 
演題：「～津軽三味線の音色を歴史と共に～感謝の 
心で奏でる津軽の響き」 

Ｈ２４／７／１３（金） 
１９：００～２０：３０ 

芦屋町町民会館大ホー 
ル 

生涯学習課 
TEL：０９３－２２３－３５４ 
６ 

水巻町 人権講演会「町民の集い」 
講師：大野勝彦さん 
演題：「失って見えてきたもの」 

Ｈ２４／７／１0（火） 
１４：００～１５：３０ 

水巻町中央公民館 
大ホール 

生涯学習課 
ＴＥＬ：０９３－２０１－４３２ 
１ 

街頭啓発 
午前：銀行、郵便局等金融機関 
午後：ＪＲ海老津駅、商業施設２ヶ所 
配布物：コルクコースター・総会開催チラシ 

Ｈ２４／６／２６（火） 
午前：金融機関 
１１：００～１２：００ 
午後：商業施設など 
１７：００～１８：００ 

岡垣町人権教育推進協議会　総会 

講師：小谷あゆみさん（フリーアナウンサー、介護番 
組司会） 
演題：「高齢者の見守り～介護の一歩は思いやり 
～」 

Ｈ２４／６／３０（土） 
受付１３：００～ 
総会１３：３０～１５：４０ 

岡垣町中央公民会　大 
会議室 

遠賀町 
町同和問題啓発強調月間人権講演 
会 

講師：桂福点さん 
演題：「大笑いぜーションでノーマライゼーション」～ 
障がい者理解をひろげるために～ 

Ｈ２４／７／２３（月） 
１８：３０～ 

遠賀町中央公民館 
生涯学習課 
TEL：０９３－２９３－１２３ 
４ 

街頭啓発 町内５か所 
Ｈ２４／６／２９（金） 
１７：１５～１８：００ 

市民講座「人権講演会」 
講師：増岡弘さん（俳優・声優） 
演題：「マスオさんのすべてのものに心を込めて」 

Ｈ２４／７／１（日） 
受付　９：３０～ 
講演１０：００～ 

桂川町住民センター 

筑前町 同和問題啓発強調月間講演会 

講師：園田久子さん（九州産業大学講師、福岡県人 
権研究所理事、絵本「いのちの花」原作者） 
演題：「絵本『いのちの花』からのメッセージ～私に 
とっての人権・同和問題～」 

Ｈ２４／７／２４（火） 
開場･受付１８：３０～ 
講演１９：００～２０：３０ 

筑前町コスモスプラザ 
ふれあいホール 

人権・同和対策室 
TEL：０９４６－４２－６６１ 
２ 

東峰村 東峰村人権教育研修会 未定 
Ｈ２４／７／６（金） 
１８：３０～２１：３０ 

東峰村小石原公民館 
住民福祉課 
TEL：０９４６－７４－２３１ 
１ 

大刀洗町 同和問題啓発強調月間映画上映 映画上映：「ふたたび」 
Ｈ２４／７／１（日） 
１４：００～１６：００ 

大刀洗ドリームセンター 
ドリームホール 

健康福祉課 
TEL：０９４２－７７－２２６ 
６ 

社会を明るくする運動推進大会 
・啓発ビデオ「めぐみ」～拉致という、自由を奪う行 
為を忘れないでください～ 
・大木中学校生徒代表３名による弁論発表 

同和問題啓発強調月間講演会 
講師：馬場周一郎さん（福岡県講師団講師） 
演題：「わたしと同和問題～これまで、そしてこれか 
ら～」 

Ｈ２４／７／１２（木） 

Ｈ２４／７／１９（木） 

Ｈ２４／７／２６（木） 

香春町 人権啓発講演会 
講師：渡辺千賀子さん 
演題：「おはなしコンサート」 

Ｈ２４／７／１１（水） 
１９：００～ 

香春町町民センター 
総務課 
TEL：０９４７-３２-８４０７ 

添田町 人権講演会 詳細未定 
Ｈ２４／７／２５（水） 
１９：００～（予定） 

添田町オークホール 
教育委員会　教務課 
TEL：０９４７-８２－５９６４ 

糸田町 同和問題講演会（予定） 詳細未定 糸田町文化会館 
教務課 
TEL：０９４７-２６－３７８８ 

川崎町 同和問題啓発講演会 
講師：石瀧豊美さん 
演題：「変わる教科書！見直される部落の歴史」 

Ｈ２４／７／１１（水） 
１９：００～２１：００ 

川崎町勤労青少年ホー 
ム 

人権推進課 
TEL：０９４７－７３－３２７ 
７ 

大任町 同和問題啓発強調月間講演会 
講師：坂本博之さん 
テーマ：「僕は運命を信じない」 

Ｈ２４／７／６（金） 
１９：００～２１：００ 

ＯＴＯレインボーホール 
教育課 
TEL：０９４７－６３－２２４ 
２ 

街頭啓発 Ｈ２４／７月予定 

講演会 Ｈ２４／７月予定 

福智町 人権講演会 
講師：堀内忠さん（田川地区人権センター） 
演題：「山本作兵衛さんの炭鉱画と識字」 

Ｈ２４／７／２６（木） 
１９：００～２０：３０ 

福智町地域交流セン 
ター 

人権・同和対策課 
TEL：０９４７-２２-６２９０ 

苅田町 同和問題啓発強調月間人権講演会 
タイトル：「いのちと夢のコンサート」 
講師：弓削田健介さん（合唱作曲家） 

Ｈ２４／７／２１（土） 
１４：００～１５：３０ 

苅田町三原文化会館 

人権男女共同参画課 
人権推進係 
ＴＥＬ：０９３－４３４－１９５ 
８ 

隣保館まつり 
各種出店、もちつき、隣保館での各教室の発表会な 
ど 

Ｈ２４／７／３０（月） 
午前中 

人権同和問題啓発強調月間講演会 
講師：宮﨑保さん 
演題：「～ちょっと心をかしてくれませんか～」 

Ｈ２４／７／３０（月） 
１３：００～１４：３０ 

吉富町 吉富町人権問題啓発講演会 
講師：矢野大和さん（おおいた観光特使） 
演題：「身近にある人権を考えてみよう」 

Ｈ２４／７／２５（水） 
１３：３０～１５：００ 

吉富フォーユー会館 
住民課 
TEL：０９７９－２４－１１２ 
４ 

上毛町 
住民課 
TEL：０９７９－７２－３１１ 
１ 

築上町 人権・同和問題講演会 
講師：中山洋一さん（元人権バンド「やじろべえ」代 
表） 
演題：「心に熱と光をもとめて」 

Ｈ２４／７／８（日） 
１３：００～１４：４０ 

築上町文化会館 
コマーレ大ホール 

人権課 
TEL：０９３０－５２－１８２ 
２ 

桂川町 

岡垣町 
教育委員会　生涯学習課 
TEL：０９３－２８２－１２１ 
１ 

社会教育課 
TEL：０９４８－６５－１１８ 

７ 

住民課　人権・同和対策 
係
TEL：０９４３-３２-００９３ 

該当なし 

教育委員会 
TEL：０９４７－６２－３００ 
３ 

Ｈ２４／７／４（水） 
１３：１５～１６：００ 
１２：４５から受付 

社会教育課 
TEL：０９２－９３８－１４１ 
０ 

大木町 
＜合同開催＞ 
・同和問題啓発強調月間講演会 
・社会を明るくする運動推進大会 

粕屋町 

こっぽーっとホール（大 
木町総合体育館内） 

税務町民課 
TEL：０９４４－３２－１０１ 
３ 

未定 

みやこ町 みやこ町豊津隣保館 
人権男女共同参画課 
ＴＥＬ：０９３０－３３－３１１ 
１ 

講師：中山洋一さん（右の3日間のうち、いずれか1 
日のみ講演予定、他2名の講師は未定） 
テーマ：「人権が尊重される社会を実現するために」 

赤村 

広川町 
同和問題啓発強調月間講座 
なるほど人権セミナー 

広川町中央公民館


