
市町村 名称 内容 日時 会場 担当・連絡先

街頭啓発 チラシ・配布物の配布
Ｈ２４／１２／３
（水）、７日(金)

小倉駅各区

人権作品展示 小中学生の標語・ポスター等の展示
Ｈ２４／１２／４（火）
～１２／１０（月）予
定

各区役所等

人権啓発映画放映 平成２３年度本市制作「虹のきずな」上映
Ｈ２４／１２／３（月）
１４：０５～１５：００

ＫＢＣ九州朝日放送

ふれあいフェスタ 未定 Ｈ２４／１２／２（日） 西日本総合展示場新館

映画：「虹のきずな」上映
講演：フリージャーナリスト・キャスター・市民メディアアドバイ
ザー・元内閣官房内閣広報官室内閣審議官　下村　健一さん

Ｈ２４／１２／５（水）
１３：３０～１６：００

男女共同参画センター　ムーブ

映画：「虹のきずな」上映
講演：作家・博士・ＷＡＮＡ関西代表　藤木　美奈子さん

Ｈ２４／１２／５（水）
１３：３０～１６：００

北九州市立大学

映画：「虹のきずな」上映
講演：俳優　高橋　元太郎さん

Ｈ２４／１２／６（木）
１３：３０～１６：００

八幡市民会館

映画：「虹のきずな」上映
講演：女優　音無　美紀子さん

Ｈ２４／１２／７（金）
１３：３０～１６：００

黒崎ひびしんホール

映画：「虹のきずな」上映
講演：全国ハンセン病療養所入所者協議会会長
神　美知宏さん

Ｈ２４／１２／７（金）
１３：３０～１６：００

戸畑市民会館

映画：「虹のきずな」上映
講演：北朝鮮による拉致被害者家族連絡会
横田　滋・早紀江夫妻

Ｈ２４／１２／１０
（月）
１３：３０～１６：００

門司市民会館

映画：「虹のきずな」上映
講演：フリージャーナリスト　上原　善広さん

Ｈ２４／１２／１０
（月）
１３：３０～１６：００

若松市民会館

実践報告：福岡市立城香中学校
「城香中学校における人権教育の取り組み」

講演：ジャーナリスト　江川　紹子さん

実践報告：福岡市立高取中学校
「平成２３年度　高取中学校人権教育の取り組みについ
て」

講演：徳島県人権エンタメ集団『友輝』　中倉　茂樹さん

実践報告：不登校サポートネット
「不登校の理解と支援活動～不登校サポートネットの取り
組み～」

講演：講談師　田辺　鶴瑛さん

実践報告：東吉塚校区人権尊重推進協議会
「人権の灯りをともして」

講演：ＮＰＯ法人北九州ホームレス支援機構理事長
奥田　知志さん

実践報告：堤丘校区人権尊重推進協議会
「堤丘校区人権尊重推進協議会の取り組み」

講演：風の丘阿蘇大野勝彦美術館　大野　勝彦さん

実践報告：平尾校区人権尊重推進協議会
「平尾校区人権尊重推進協議会の取り組み」

講演：松本サリン事件被害者・ＮＰＯリカバリーサポートセ
ンター顧問　河野　義行さん

実践報告：野多目校区人権尊重推進協議会
「広げようたすけあいの輪」～車いすの子も参加した野多
目校区体育祭～

講演：テレビプロデューサー・作家　栗原　美和子さん

大牟田市 人権問題講演会

講師：組坂幸喜さん（部落解放同盟福岡県連合会筑後地
区協議会書記長）
演題：身近な人権問題を考える「～同和問題（部落差別）
の現状とその解決に向けて～」（仮）

Ｈ２４／１２／８（土）
１３：３０～１５：００

大牟田文化会館
人権・同和政策課
ＴＥＬ：０９４４－４１－２８６
９

Ｈ２４／１２／７（金）
１３：３０　～１６：００

Ｈ２４／１２／６（木）
１３：３０　～１６：００

中央市民センター

市民局人権啓発センター
ＴＥＬ：０９２－２６２－８４６
４

早良市民センター

東市民センター

Ｈ２４／１２／５（水）
１３：３０　～１６：００

西市民センター

博多市民センター

Ｈ２４／１２／４（火）
１３：３０　～１６：００

北九州市

保健福祉局人権文化推進
課
ＴＥＬ：０９３－５６２－５０１
０

平成２４年度人権週間記念
講演会
「私たちの暮らしと人権」

福岡市

第４１回福岡市人権尊重週
間
「人権を尊重する市民の集
い」

城南市民センター

Ｈ２４／１２／１０
（月）
１３：３０　～１６：００

南市民センター



２０１２市民のつどい

人権作品紹介
久留米市の「人権のまちづくり」紹介
善導寺小６年生による表現・発表ＨＥ６Ｏ（ヒーロー）
～自分、友達、地域が輝くヒーローであるために～

Ｈ２４／１１／２３
（金）
１４：００～

久留米市民会館　大ホール
久留米市人権啓発セン
ター
TEL：０９４２－３０－７５００

２０１２　城島地域人権学習
会

○講演
演題：「やさしく心たくましく」
講師：むかい　治英さん
○人権作品展示

Ｈ２４／１２／５（水）
１３：３０～

城島公民館
城島総合支所地域振興課
ＴＥＬ：０９４２－６２ー１１１
１

第１１回人権フェスタたぬし
まる

○講演
演題：「いのちと仕事」
講師：坂本　議喜さん
○ステージ発表

Ｈ２４／１２／８（土）
９：４５～

田主丸そよ風ホール

田主丸総合支所地域振興
課
ＴＥＬ：０９４３－７２ー２１１
１

２０１２　三潴地域人権講演
会

○講演
演題：「人権は、誰のもの」
講師：堀内　忠さん
○人権作品展示、人権作文朗読

Ｈ２４／１２／８（土）
１３：３０～

三潴公民館
三潴総合支所地域振興課
ＴＥＬ：０９４２ー６４－２３１
１

２０１２　北野地域人権講演
会

○講演
演題：「笑顔でくらす、願いに生きる」
講師：露の　新治さん
○人権作品展示・ステージ発表等

Ｈ２４／１２／１３
（木）
１９：００～

北野公民館
北野総合支所地域振興課
ＴＥＬ：０９４２－７８－３５５
１

直方市 人権問題講演会
講師：神美知宏さん（全国ハンセン病療養所入所者協議
会会長）
演題：「日本のハンセン病対策と患者の人権）

Ｈ２４／１１／２８
（水）
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：０９４９－２５－２１３８

田川市 人権週間講演会２０１２

差別のない社会を目指して
～プロデューサーと猿まわし芸人私たち夫婦にできること
～
講師：栗原美和子さん

Ｈ２４／１２／１（土）
１３：００～１５：００

福岡県立大学講堂
人権・同和対策課
TEL：０９４７－４４－２０００
内線３１７

柳川市 柳川市人権を考えるつどい 未定
Ｈ２４／１２／２（日）
１３：３０～１５：４５

柳川市立大和公民館大ホール
保健福祉部　人権・同和対
策室
TEL：０９４４-７３-８１１１

八女市 スマイルフェスタやめ２０１２

八幡小「みんなで歌おう教室」（９：４５～１０：００）
小中学生による人権作文発表（１０：２０～１０：４５）
記念講演（１０：４５～１２：１５）
　演題：「生命の感受性～心のアンテナ、磨いていますか
～」
　講師：落合　恵子さん
ステージイベント（１２：４５～１４：１５）

Ｈ２４／１２／１（土）
９：４５～１４：１５

おりなす八女（八女市民会館）
教育部　人権・同和教育課
TEL：０９４３－２３－２０７４

筑後市
第３０回人権を考える市民の
つどい

講師：飯塚繁雄さん
演題：家族の絆と人権

Ｈ２４／１２／４（火）
１４：００～１６：００

サザンクス筑後　小ホール
人権・同和対策室
TEL：０９４２－６５－７０３９

啓発物品配布 市内中学３年生へ啓発物品を配布 Ｈ２４／１２月

福祉事務所
ＴＥＬ：０９４４－８５－５５３
２

大川市人権週間講演会
講師：猿渡直美さん
演題：命を見つめて～瞳スーパーデラックス～

Ｈ２４／１１／２９
（木）
１３：３０～

大川市文化センター　小ホール
生涯学習課
TEL：０９４４－８５－５６１８

行橋市
平成２４年度人権週間記念
行事・人権を考える市民の
つどい

講師：勝間和代さん
演題：一人ひとりが輝ける社会づくり～私たちにできるこ
と～

Ｈ２４／１２／９（日）
１３：３０～１５：５０

行橋市民会館

人権男女共同参画課
TEL：０９３０－２５－１１１１
（内戦１３３２）

豊前市
人権週間のとりくみ、人権週
間講演会

人権標語優秀作品表彰式
(１３：００～)
演題：「チェルノブイリの祈り」
講師：神田　香織さん
(１３：３０～１５：００)

Ｈ２４／１２／８（土）
１３：００～１５：００

豊前市市民会館
総務課　人権啓発係
TEL：０９７９－８２－１１１１
（内戦１５０９）

中間市 人権問題講演会

人権男女共同参画川柳受賞者表彰式
(１８：００～１８：３０)
演題：「ちょっと心をかしてくれませんか」
講師：宮崎　保さん
(１８：３０～２０：００)

Ｈ２４／１２／６（木）
１８：００～２０：３０

中間市中央公民館
人権男女共同参画課
TEL：０９３－２４５－３５１１

小郡市 人権週間記念公演 演題「地球のステージ」
Ｈ２４／１２／４（火）
１８：３０～２０：３０

小郡市文化会館大ホール

保健福祉部　人権・同和対
策課
TEL：０９４２－７２－２１１１

大川市

飯塚市
嘉麻・飯塚・桂川地区人権啓
発交流フェスティバル

Ｈ２４／１２／８（土）
１０：００～１２：００

飯塚市穂波公民館未定
人権・同和対策課
TEL：０９４８－２２－５５００

久留米市



筑紫野市 街頭啓発等
街頭啓発、看板・懸垂幕等の設置、人権標語・図画等の
展示

人権政策課
TEL：０９２－９２３－１１１１

○人権講演会
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：立木　早絵さん

Ｈ２４／１２／１６
（日）
１４：００～１６：００

人権パネル展
Ｈ２４／１２／１４
（金）～１２／１６
（日）

大野城市
平成２４年度大野城市人権
週間講演会

講師：楢橋照子さん（元福岡県警少年補導職員）
演題：「思春期の子どもの心のサイン～問題行動やいじ
めへの対応～」

Ｈ２４／１２／４（火）
１８：３０～２０：００

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：０９２－５８０－１８４０

宗像市 宗像市人権啓発作品展
○児童・生徒の人権ポスター・標語の展示
○障害者の絵画・写真等の作品展示
○障害者施設によるバザー（１２／８のみ）（予定）

Ｈ２４／１２／７（金）
～Ｈ２４／１２／９
（日）
１０：００～１７：００

メイトム宗像
宗像市人権対策課
TEL：０９４０－３６－１２７０

太宰府市
男女共同参画市民フォーラ
ム

講師：山本　華世さん(キャスター)
演題：「自分らしく生きる　～大切なのは助け合うこと～」

Ｈ２４／１２／１（土）
１０：００～１２：００

太宰府市中央公民館　市民ホール
市民生活部　人権政策課
TEL：０９２－９２１－２１２１
内線　４４３

いのち輝くまち☆こが２０１２
～古賀市民が人権について
考え、学びあう一日～

【第３７回古賀市人権を尊重する市民の集い】
○講演
講師：米良美一さん
演題：「生きながら生まれ変わる」
○古賀市内の児童生徒による人権尊重作文発表
○小野小学校３年生による発表
「わたしもあなたも、すばらしい～人権の花運動を通して
～」
【チャリティー豚汁】
【第２９回古賀市「同和」教育研究大会】
○分科会　市内で行われている人権にかかわる実践報
告
○特別講座
講師：長野ヒデ子さん（絵本作家）
演題：『「ひらがなにっき」と私』

Ｈ２４／１２／９（日）
９：３０～１５：３０

リーパスプラザほか

みんなの人権ひろば 人権をテーマにしたパネル展
Ｈ２４／１２／４（火）
～１２／１２（水）

リーパスプラザ　ロビー

人権ミニコンサート 福岡県立玄界高等学校　邦学部による和太鼓の演奏
Ｈ２４／１２／７（金）
１６：００～１７：００

サンリブ古賀店西側玄関前

街頭啓発
Ｈ２４／１２／３（月）
～１２／７（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
講師：家田荘子さん
演題：一緒に生きていこう～あなたの愛を求めています
～

Ｈ２４／１２／８（土）
１３：３０～１５：００

福津市中央公民館
人権政策課
ＴＥＬ：０９４０－４３－８１２
９

うきは市 うきは市人権フェスティバル
講師：山本　華世さん
演題：「いのち、愛、人権」

Ｈ２４／１２／９（日）
１０：００～１５：４０

うきは市公民館
人権・同和対策室
TEL：０９４３－７５－３３４３

宮若市
人権講演会・地域福祉ゼミ
ナール

講師：山本浩之さん
(ロンドンパラリンピックアスリート・ＮＰＯ法人はぁとスペー
ス)
演題：「障がいと命　みなさんへ伝えたいこと」

Ｈ２４／１２／４（火）
１３：３０～

宮田文化センター
子育て・人権課
TEL：０９４９－３２－０７６５

朝倉市 人権を考える朝倉市民のつどい 未定
Ｈ２４／１２／４（火）
１９：００～２１：１５

ピーポート甘木　大ホール
人権・同和対策課
TEL：０９４６－２２－１１１１

みやま市 人権問題啓発映画上映会 映画：「おまえうまそうだな」・「アンダンテ～稲の旋律～」
Ｈ２４／１２／１（土）
１０：３０～１２：００
１３：３０～１５：３０

まいピア高田　多目的ホール
社会教育課
ＴＥＬ：０９４４－６３－６１１
１

飯塚市穂波公民館
人権・同和対策課
TEL：０９４８－５７－００３２

古賀市
古賀市人権センター　Ｗｉｔ
ｈ（ウィズ）
TEL：０９２－９４２－１１２８

嘉麻・飯塚・桂川地区人権啓
発交流フェスティバル

未定
Ｈ２４／１２／８（土）
１０：００～１２：００

嘉麻市

春日市
人権政策課
TEL：０９２－５８４－１１１１

平成２４年度福岡・筑紫地域
人権啓発活動活性化事業

春日市ふれあい文化センターサン
ホール



平成２４年度糸島市人権映
画祭

映画上映

Ｈ２４／１１／２５
（日）、１２／１（土）、
１２／２（日）、１２／
８（土）、１２／９（日）
（※要問合せ）

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）

宇美町
宇美町一日人権擁護委員の
委嘱及び街頭啓発

委嘱状伝達式(１５：５０～１６：３０)
街頭啓発(１６：３０～１７：００)

Ｈ２４／１２／３（月）
１５：５０～１７：００

宇美町役場
宇美町役場前、ＪＲ宇美駅前広場周
辺

共働のまちづくり課
TEL：０９２－９３４－２３７０

篠栗町 人権週間に伴う映画上映会 映画：「あぜみちジャンピンツ！」
Ｈ２４／１２／４（火）
１９：００～２１：００

クリエイト篠栗　大ホール
社会教育課
TEL：０９２－９４８－２２２２

新宮町
第３６回人権を尊重する町
民のつどい

映画：「ちづる」上映
Ｈ２４／１２／８（土）
１０：００～１２：３０

そぴあしんぐう　大ホール
総務課
TEL：０９２－９６３－１７３０

芦屋町 人権まつり 未定
Ｈ２４／１２／８（土）
９：３０～１５：００

芦屋町町民会館
生涯学習課
TEL：０９３－２２３－３５４６

水巻町 第７回世代間交流発表会 未定
Ｈ２４／１２／８（土）
１０：００～１２：００

水巻町中央公民館大ホール
人権係
TEL：０９３－２０１－０４０１

岡垣町人権講演会 未定
Ｈ２４／１２／１（土）
１３：３０～１５：４５

岡垣サンリーアイ　ハミングホール

街頭啓発 未定

Ｈ２４／１１／２７（火）
１１：００～１２：００(金
融機関)
１７：００～１８：００(商
業施設等)

町内各所

遠賀町 遠賀町人権フェスタ

人権作文の発表
人権講演会「サザエさん一家は幸福みつけの達人ぞろ
い」
増岡弘さん（俳優）
※「ヒューマンアルカディア６１号」にて、講演者名が藤岡
弘さんとなっておりますが、正しくは増岡弘さんです。
啓発映画上映「パートナーズ」

Ｈ２４／１２／９（日）
１０：００～１７：００

遠賀町中央公民館
住民課
TEL：０９３－２９３－１２３４

小竹町 人権講演会
演題：「生ききる」～一度きりの命、最大限の人生～
講師：有延　忠剛さん（身体障害者野球チーム北九州
フューチャーズ代表）

Ｈ２４／１２／４（火)
１４：３０～１６：３０

小竹町中央公民館
総務課　人権係
TEL：０９４９６－２－１２１２

鞍手町 人権週間の集い 講演会
Ｈ２４／１２月３日
(月)
１４：００～

鞍手町中央公民館
教育課社会教育班
TEL：０９４７－４２－７２００

桂川町
平成２４年度嘉飯桂地区人
権啓発交流フェスティバル

未定
Ｈ２４／１２／８（土）
１０：００～１２：００

飯塚市穂波公民館
社会教育課
TEL：０９４８－６５－１１８７

筑前町 筑前町人権フェスタ２０１２
ステージ発表、作品展示、人権作品コンクール表彰、バ
ザー

Ｈ２４／１２／９（日）
９：３０～１５：００

めくぱーる
生涯学習課
TEL：０９４６－２４－８７６２

東峰村
東峰村人権教育講演会(予
定)

講師等については現在調整中
Ｈ２４／１２／７（金）
１９：３０～２１：００

東峰村保健福祉センター「いずみ館」
住民福祉課
TEL：０９４６－７４－２３１１

演題：「オール１の落ちこぼれ教師になる」
講師：宮本　延春さん

Ｈ２４／１２／９（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：０９４２－７７－２６７０

人権・平和の尊さを考える漫画展
～中国からの引き揚げ・少年たちの記憶～(仮)

Ｈ２４／１２／２（日）
～１２／９(日)
９：００～１７：００

大刀洗ドリームセンター　ロビー
健康福祉課
TEL：０９４２－７７－２２６６

生涯学習課
ＴＥＬ：０９３－２８２－１２１
１

粕屋町
人権を尊重する町民のつど
い

岡垣町

人権政策課
TEL：０９２-９５３-２２１１

志免町立町民センター大ホール
社会教育課
TEL：０９２－９３５－７１００

社会教育課
TEL：０９２－９３８－１４１０

サンレイクかすや

ミリカローデン那珂川
Ｈ２４／１２／９（日）
１０：００～１４：３０

Ｈ２４／１２／９（日）
１３：３０～

志免町
人権を尊重する町民のつど
い

Ｈ２４／１２／２（日）
１３：３０～１５：５０

大刀洗町 大刀洗町人権講演会

那珂川町
第１８回人権フェスタなかが
わ２０１２

未定

第１部　小中学生による人権作文朗読と表彰
第２部　講演
講師：松野明美さん
演題：人生はいちばんじゃんくてもいい～生まれてきてく
れてありがとう～

糸島市
人権福祉部　人権政策課
人権政策係
TEL：０９２－３３２－２０７５

北朝鮮拉致問題を考えるみ
んなの集い

○「拉致被害者の家族からの訴え」
北朝鮮による拉致被害者家族連絡会
横田滋さん、横田早紀江さん
○「拉致問題への取り組みについて
北朝鮮に拉致された日本人を救出する福岡の会
辻幸男さん
○ＤＶＤ上映
「拉致　私たちは何故、気付かなかったのか！」

Ｈ２４／１１／２６
（月）
１３：３０～１６：００

糸島市人権センター　大会議室

第１部　小中学生の優秀人権作品の表彰・朗読
第２部　きらめきコンサート



大木町
平成２４年度大木町人権週
間の集い

演題：「自分らしく生きること ～在日コリアンとして～」
講師：（社）福岡県人権研究所研究員　柳井　美枝さん

Ｈ２４／１２／４（火）
１３：３０～１６：００

こっぽーっとホール（大木町総合体
育館内）

税務町民課
TEL：０９４４－３２－１０１３

演題：やっと女性が頑張れる時代が来た。今こそ…
講師：大川市女性ネットワーク顧問　川野　栄美子さん

Ｈ２４／１１／１（木）
７：３０～９：００

演題：子どもたちに「幸せな子ども時代」を！
講師：清明保育園園長　辻　広明さん

Ｈ２４／１１／１３
（火）
７：３０～９：００

演題：ぼけても心は生きている～介護体験の中から～
講師：認知症の人と家族の会　塩谷　雅子さん

Ｈ２４／１１／２２
（木）
７：３０～９：００

香春町 人権啓発講演会
演題：「オール１のおちこぼれ、教師になる」
講師：宮本　延春さん

Ｈ２４／１２／１０
（月）
１９：００～

香春町町民センター
総務課
TEL：０９４７－３２－８４０７

演題：未定
講師：組坂　繁之さん（予定）

未定 未定

街頭啓発
Ｈ２４／１２／１０
（月）
（予定）

スーパー前など５カ所

糸田町
糸田町教育委員会　教務
課
TEL：０９４７－２６－３７８８

川崎町 川崎町人権講演会 テーマ「ＤＶ関係」（予定）
Ｈ２４／１２／１２
１９：００～

川崎町勤労青少年ホーム
人権推進課
TEL：０９４７－７３－３２７７

大任町 人権講演会
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

Ｈ２４／１２／４（火）
１３：３０～１５：３０

大任町公民館　講堂
教育課社会教育係
TEL：０９４７－６３－２２４２

赤村 赤村人権問題講演会
演題：「輝ける〈いのち〉 ～人権とは～」
講師：福岡県講師団講師　田中　了彩さん

Ｈ２４／１２／６（木）
１９：００～

住民センター　大ホール
人権・同和対策室
TEL：０９４７－６２－３０００

福智町 福知町人権講演会
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：「絆が希望を創り出す」～無縁の時代の絆を問う～

Ｈ２４／１１／１５
（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 人権メッセージ２０１２
苅田町小中学校人権作品表彰式(１３：１５～１４：１５)
姜尚中人権講演会「続・悩む力」(１４：３０～１６：００)

Ｈ２４／１２／９（日）
１３：１５～１６：００

苅田町立中央公民館　大ホール
人権男女共同参画課
人権推進係
TEL：０９３－４３４－１９５８

吉富町 吉富町人権講演会
講師：野口義弘さん（有限会社野口石油代表取締役社
長）
演題：「信じ続ければ子どもたちは応えてくれる」

Ｈ２４／１２／７（金） 吉富フォーユー会館
住民課
TEL：０９７９－２４－１１２４

上毛町 上毛町人権講演会
講師：菊池幸夫さん（弁護士）
演題：出会いの人生から学んだこと

Ｈ２４／１２／８（土）
１３：３０～１５：００

上毛町げんきの杜　多目的ホール
住民課
TEL：０９７９－７２－３１１１

築上町
「第６４回人権週間」人権講
演会

講師：弓野勝族さん（北九州人権フォーラム２１事務局
長）
演題：「人権文化のまちづくり」

Ｈ２４／１２／２（日）
１２：３０～１５：００

築上町文化会館コマーレ
人権課
TEL：０９３０－５２－１８２２

みやこ町総合文化センター

人権男女共同参画課
ＴＥＬ：０９３０－３３－１１１
１（１５１）

人権啓発係
TEL：０９４７－８２－５９６４

講師：松野明美
演題：人生は一番じゃなくていい
～生まれてきてくれてありがとう～

Ｈ２４／１２／１（土）
１３：００～１５：３０

広川中央公民館　２階研修室
住民環境課
TEL：０９４３－３２－００９３

平成２５年２月に人権講演会を予定

みやこ町
第７回　みやこ町「人権のつ
どい」

添田町
添田町人権擁護啓発強調月

間

広川町

平成２４年度
ヒューマンアルカディア「ひろ
かわ」セミナー
～人権の理想郷「広川町」を
目指して～


