
平成25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 チラシ・案内物の配布 Ｈ２５／７／１（月） 小倉駅ほか各区

上映会   未定

講演会
講師：未定
演題：「未定」

中央区人権を考える市民のつどい
「介護を明るく前向きに」～２人の母を看取って～
出演：田辺鶴瑛氏（講談師）
入場無料　先着５００名

H２５/７/９（火）
13：30～15：30

中央市民センター
ホール

中央区生涯学習推進課
TEL：092-718-1068

城南区人権を考えるつどい

渡辺千賀子さんのトーク＆コンサート
人権を尊重し、ぬくもりと潤いのあるまちづくりをめ
ざして
出演：渡辺千賀子氏（ベル・カント ソプラノ歌手）
入場無料　先着順

H２５/７/１１（木）
14：00～16：00

城南市民センター
ホール

城南区生涯学習推進課
TEL：０９２－８３３－４０４４

早良区人権を考えるつどい

「育てよう、一人ひとりの人権意識」きみはひとりきり
じゃない ジェリービーンズコンサート
出演：ジェリービーンズ（バンド）入場無料　先着５０
０名

H２５/７/１０（水）
14：00～15：30

早良市民センター
ホール

早良区生涯学習推進課
TEL：０９２－８３３－４４０１

西区人権を考えるつどい

「十六才寛大を忘れない」～いのちの大切さに気づ
く～出演：福永宅司氏（子どもの学び館代表取締
役・一人芝居演者）[ぬくもりのある人権のまちづく
り」
出演：山本美也子氏（NPO法人はぁとスペース代
表）入場無料　先着順

H２５/７/１１（木）
14：00～16：00

西市民センター　ホー
ル

西区生涯学習推進課
TEL：０９２－８９５－７０２７

博多区人権を考えるつどい

人権コンサート
明るいほうへ 　～金子みすゞの心とともに～
出演：ちひろ氏（歌手・作曲家）
参加料無料　先着５００名

H２５/７/１６（火）
13：30～15：00

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：０９２－４１９－１０２５

大牟田市
2013人権　はーとふるコンサートin
おおむた

テーマ：生まれてきてくれて、ありがとう
～清みきった歌ごえと心あたたまる音楽でひととき
をすごしませんか～
出演：monさん

Ｈ２５／７／１５（月・祝）
１４：３０～

大牟田文化会館
小ホール

人権・同和教育課
TEL：０９４４－４１－２８６９

２０１３年　同和問題講演会

演題：「みんなに伝えたいこと」
講師：堀内　忠さん
田川地区人権センター事務局長
公益社団法人　福岡県人権研究所副理事

Ｈ２５／７／７（日）
１４：００～

市民会館大ホール

久留米市人権啓発セン
ター（久留米市諏訪野町
1830-6）
TEL0942-30-7500
FAX0942-30-7501

２０１３年　久留米市田主丸地域
心ふれあう人権のまち「講演」の集
い

演題：「若者の立場から見える部落差別」
講師：内屋　綾さん　（部落解放同盟福岡市協議
会）

Ｈ２５／７／５（金）
１９：３０～

田主丸そよ風ホール

久留米市田主丸総合支所
地域振興課
TEL：０９４３－７２－２１１１
FAX：０９４３－７２－３８１９

北野人権・同和問題講演会

演題：「私と人権のまちづくり」～人権のまちづくりは
自分自身のために～　　　　　　　　　　　　　　講師：
綾部　章子さん（久留米市山本校区人権啓発推進
員）

Ｈ２５／７／５（金）
１９：００～

北野公民館

久留米市北野総合支所地
域振興課
TEL：０９４２－７８－３５５１
FAX:０９４２－７８－６８４２

城島人権・同和問題講演会

演題：「誰もが生まれてきて良かったと思える社会を
めざして・・・」
講師：野上　早苗さん（部落解放同盟福岡市協議
会）

Ｈ２５／７／９（火）
１５：３０～

城島げんきかん

久留米市城島総合支所地
域振興課
TEL:０９４２－６２－２１１１
FAX:０９４２－６２－３７３２

三潴人権・同和問題講演会
演題：「人権が尊重されるまちをめざして」～同和問
題の解決にむけて～
講師：仲　芳美さん（久留米市研修講師団講師）

Ｈ２５／７／１８（木）
１０：００～ 三潴公民館

久留米市三潴総合支所地
域振興課
TEL:０９４２－６４－２３１１
FAX:０９４２－６５－０９５７

直方市 直方市同和問題講演会 詳細未定
Ｈ２５／７／３１（水）
１４：００～

ユメニティのおがた 市民・人権同和対策課
TEL：０９４９－２５－２１０５

街頭啓発
本町商店街・東町商店街・昭和通、イオン穂波
ショッピングセンター

Ｈ２５／７／１（月）
１１：００～

Ｈ２５／７／６（土）
１４：００～

穂波公民館

Ｈ２５／７／６（土）
１９：００～

筑穂公民館

Ｈ２５／７／２２（月）
１０：００～

飯塚東公民館

Ｈ２５／７／２２（月）
１４：００～

二瀬公民館

Ｈ２５／７／２４（水）
１０：００～

立岩公民館

Ｈ２５／７／２４（水）
１４：００～

飯塚公民館

Ｈ２５／７／２４（水）
１９：００～

頴田公民館

Ｈ２５／７／２５（木）
１０：００～

幸袋公民館

Ｈ２５／７／２５（木）
１４：００～

鯰田公民館

Ｈ２５／７／２５（木）
１９：００～

庄内公民館

Ｈ２５／７／３１（水）
１０：００～

鎮西公民館

Ｈ２５／７／３１（水）
１４：００～

菰田公民館

飯塚市

保健福祉局
人権文化推進課
TEL：０９３－５６２－５０１０人権・同和問題啓発映画映写会講

演会
Ｈ２５／７／１８（木）
１３：３０～１６：1５

男女共同参画センター
「ムーブ」

久留米市

福岡市

北九州市

人権同和政策課
ＴＥＬ：０９４８－２２－５５００
内線１３２７

同和問題啓発強調月間講演会
演題：「心がかぜをひくとき－”安心感”と自立－」
講師：吉村　春生



同和問題啓発パネル展 『民衆の力』を学ぶ～渋染一揆・筑前竹槍一揆
Ｈ２５／７／１（月）～
７／３１(水）

市役所１階エレベー
ター前ロビーならびに
会計課横

人権・同和対策課
ＴＥＬ：０９４７－４４－２０００
（内線３１６，３１７）

人権・同和教育中央講座

講演：「部落差別は今・・・～問われているのはおと
なの感性～」
講師：福永　謙二さん（部落解放同盟福岡県連合会
執行委員）

Ｈ２５／７／４（木）
１９：００～２１：００

田川市民会館　講堂

田川市教育委員会　生涯
学習課
TEL:０９４７－４４－２０００
内線５６０

街頭啓発
市内5か所
啓発物品（ポケットティッシュ）等を配付

Ｈ２５／７／５（金）
１５：３０～

人権・同和対策課
ＴＥＬ：０９４７－４４－２０００
内線３１６，３１７

柳川市 人権・同和教育夏期講座
演題：竹田の子守唄～名曲に隠された真実～
講師：藤田　正さん

Ｈ２４／７／６（土）
１４：００～

柳川市立大和公民館
柳川市教育委員会
人権・同和教育推進室
TEL：０９４４-７７－８８４２

人権のまちづくり市民の集い（黒木
会場）

演題：報道（メディア）と人権
講師：藪本　雅子さん（フリーアナウンサー）

Ｈ２５／７／６（土） 八女市黒木開発セン
ター

人権・同和政策課
TEL：０９４３-２３-１４９０
(直)
FAX：０９４３－２４－４３３１

人権のまちづくり市民の集い（立花
会場）

コンサート
ちひろさん（歌手・作曲家）
ちひろコンサート～金子みすゞのこころとともに～

Ｈ２５／７／１３（土）
八女市働く婦人の家

人権・同和政策課
TEL：０９４３-２３-１４９０
(直)
FAX：０９４３－２４－４３３１

人権のまちづくり市民の集い（八女
会場）

安達　阿記子（ゴールボール金メダリスト）
夢に向かって
～ゴールボールとの出会いとパラリンピックへの夢
～

Ｈ２５／７／１５（月） おりなす八女ハーモ
ニーホール

人権・同和政策課
TEL：０９４３-２３-１４９０
(直)
FAX：０９４３－２４－４３３１

筑後市
第３２回筑後市同和問題・人権啓発
推進大会

トーク＆コンサート
～生まれてきてくれてありがとう～monさん（子育て
シンガー）
講演：「人の世に熱と光を！」
講師：清原　隆宣さん（西光寺住職）

Ｈ２５／７／２３（火）
トーク＆コンサート
１４：３０～１５：００
講演１５：１０～１６：３０

サザンクス筑後
人権・同和対策室
TEL：０９４２－６５ー７０３９

大川市 街頭啓発 リーフレットと啓発物品の配布
Ｈ２５／７／１（月）

ゆめタウン大川店、ルミ
エール大川、江頭エー
ザイ幡保店

福祉事務所
TEL：０９４４-８５－５５３２

人権パネル展
『日本の伝統文化に息づく匠の技』

Ｈ２５／７／１７（水）～
７／２４(水）

コスメイト行橋　ロビー

『人権を考える市民のつどい』の開催
人権映画上映『ほんとの空』
講演会
講師：ちひろさん（歌手・作家）
演題：『こだまするこころ～金子みすずのまなざし
～』

Ｈ２５／７／２０（土）
１３：３０～１６：００

コスメイト行橋
文化ホール

豊前市 同和問題啓発強調月間講演会
講師：向田　敬子さん（ひとり語りの会　カタリーナ代
表）　　　　　　　　　　　　　演題：ひとり語り「橋のない
川」第1部

Ｈ２５／７／１３（土）
１３：００～

豊前市民会館　大ホー
ル

総務課人権啓発係
TEL：０９７９－８２－１１１１
（内線1509）

中間市 人権フェスティバル

「人権講演会」　　講師：宮崎　保さん
アトラクション「ナッカマンショー」、「HRライブ」
街頭啓発「啓発グッズ配布」
「人権コンサート」　　沢　知恵さん

Ｈ２５／７／１５（祝）
１０：００～１６：００

なかまハーモニーホー
ル　他

中間市人権センター
TEL:０９３－２４５－３５１１
FAX:０９３－２４５－３５１９

小郡市 同和問題市民講演会
講師：村崎　太郎さん（猿まわし師）
演題：「橋はかかる～差別のない世の中をめざして
～」

Ｈ２５／７／６（土）
１４：００～

小郡市文化会館　大
ホール

人権・同和教育課
TEL：０９４２ー７２ー２１１１
内線５３２

筑紫野市 同和問題講演会
講演：「ありがとう　子どもは悪くない」
～いま、私たちおとなに求められているもの～
講師：廣中　邦充さん

Ｈ２５／７／２０（土）
１３：００開会

筑紫野市文化会館　大
ホール

教務課
０９２－９２３－１１１１

Ｈ２５／７／３（水）～
７／１５(月）

ふれあい文化センター

Ｈ２５／７／１７（水）～
７／３０(火）

春日市役所

街頭啓発 啓発
Ｈ２５／７／１（月）
１７：３０～

イオン大野城、西鉄春
日原駅、西鉄白木原
駅、西鉄下大利駅

人権作品展
Ｈ２５／７／１（月）～
７／１２(金）

まどかぴあ１階
ギャラリーモール

Ｈ２５／７／１２(金）
１９：００～

南コミュニティセンター

Ｈ２５／７／１７(水）
１９：００～

中央コミュニティセン
ター

Ｈ２５／７／２４(水）
１９：００～

北コミュニティセンター

Ｈ２５／７／２６(金）
１９：００～

東コミュニティセンター

宗像市 人権映画上映会＆打楽演奏

人権映画上映会『幸せの太鼓を響かせて～
INCLUSION～』
打楽演奏　：　勤労障がい者長崎打楽団『瑞宝太
鼓』

Ｈ２５／７／２４(水）
１３：１５～１５：３０（予
定）

宗像ユリックス
ハーモニーホール

人権対策課
TEL:０９４０－３６－１２７０

街頭啓発 筑紫地区統一リーフレット、講演会チラシ等配布
Ｈ２５／７／１（月）
１７：３０～１８：３０

西鉄太宰府駅、西鉄五
条駅、西鉄都府楼駅
前、西鉄ストア、マル
キョウ水城店、ルミエー
ル太宰府店

人権政策課
TEL:０９２－５８４－１１１１

太宰府市
人権政策課

ＴＥＬ：０９２－９２１－２１２１

人権パネル展

大野城市
市民部 人権女性政策課
TEL：０９２-５８０-１８４０

田川市

八女市

行橋市
人権・同和問題啓発強調月間記念

行事

パネル展示「人権尊重社会～共に生きる～」

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

春日市

人権男女共同参画課
人権政策係
TEL：０９３０－２５－１１１１
（内線１３３２）



同和問題啓発強調月間市民講演会

・第1部　コンサート　吹奏楽演奏
演奏：太宰府市市民吹奏楽団（予定）
第2部　人の心にひそむ差別
・講師：旭堂南陵（講談師）

Ｈ２５／７／１３（土）
１０：００～正午予定

太宰府市中央公民館
市民ホール

古賀市
第33回古賀市同和問題を考える市
民の夕べ

○コンサート
演奏：福岡県立玄海高校邦楽部の皆さん
内容：「玄海古賀太鼓流　創作和太鼓」
○講演
講師：中倉　茂樹さん（徳島県人権啓発青少年団体
連絡協議会「止揚（しよう）の会事務局」）
演題：「ぬくもりを感じて」

Ｈ２５／７／６（土）
１８：３０～２０：３０

リーパスプラザ　大ホー
ル

人権センター　With（ウイ
ズ）
TEL：０９２－９４２－１１２８

福津市 人権講演会
講師：宮川　俊二さん（ニュースキャスター）
演題：「キャスターから見た人権」

Ｈ２５／７／１３（土）
１３：３０～１５：００

福津市文化会館
カメリアホール

人権政策課
TEL：０９４０ー４３ー８１２９

街頭啓発 啓発 Ｈ２５／７／１（月） 市内スーパー８カ所

同和問題啓発強調月間講演会

講師：劇団俳優座所属舞台女優　有馬　理恵さん
テーマ：「差別と戦争をなくすために」
～ふるえるような怒りの奥底にすがるような生命の
願いがあった～

Ｈ２５／７／５（金）
１９：３０～２１：００

うかわせみホール
（うきは市公民館）

鞍手町 同和問題啓発強調月間講演会
演題：「いのちと夢のコンサート」
講師：綿あめ音楽事務所　弓削田　健介さん

Ｈ２５／７／４（木）
１０：００～ 鞍手町中央公民館

教育委員会教育課
TEL：０９４９‐４２-７２００

小竹町 人権講演会
演題：「避難所の実践　そして町の再生」
講師：曹洞宗洞源院住職　小野崎　秀通さん

Ｈ２５／６／３０（日）
１０：００開演

小竹町中央公民館
大研修室

総務課人権係
TEL：０９４９‐６２-１２１２

宮若市 人権講演会
放浪の合唱作曲家　弓削田　健介さん
「いのちと夢のコンサート」

Ｈ２５／７／４（木）
１４：３０～

若宮コミュニティセン
ター　ハートフル　多目
的ホール

社会教育・文化振興係
TEL：０９４９‐３２-３２１０
FAX:０９４９－３２－０７１３

嘉麻市 人権のつどい
　テーマ：これでわかった！部落の歴史
講師：上杉　聰さん（大阪市立大学教授）

Ｈ２４／７／７（日）
１０：００～

なつき文化ホール
人権・同和対策課
嘉穂隣保館
ＴＥＬ：０９４８－５７－００３２

朝倉市 同和問題啓発強調月間講演会

一人芝居、語り
講師：有馬　理恵さん（劇団俳優座所属舞台女優）
演題：「差別と戦争をなくすために」～ふるえるような
怒りの奥底にすがるような生命の願いがあった～

Ｈ２５／７／８（月）
１９：００～２１：００

サンライズ杷木　大
ホール

人権・同和対策課
TEL：０９４６－２２－１１１１
（内線512）

みやま市 人権・同和問題啓発講演会 詳細未定 Ｈ２５／７／１３（土）
まいピア高田
多目的ホール

社会教育課人権・同和教
育係
TEL：０９４４-３２-９１８０
FAX:０９４４－３２－９１９２

同和問題啓発強調月間中央講演会
講師：松本紀雄さん（部落解放同盟福岡市協議会
事務局員）
演題：「部落問題の現状」

Ｈ２５／７／１３（土）
１０：００～

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
Ｈ２５／７／６（土）、７／
７（日）、７／１３（土）、７
／２３（火）

糸島市内各公民館

那珂川町
すべての人の人権を大切にする住
民の集い

講師：村崎　太郎さん（猿まわし師）
演題：「橋はかかる～被差別部落に生まれ育って
～」

Ｈ２５／７／２７（土）
１４：００～

ミリカローデン那珂川
文化ホール

人権政策課
TEL：０９２－９５３－２２１１
(内線１８２）

同和問題啓発強調月間街頭啓発
Ｈ２５／７／２（火）
１１：００～１２：００

役場周辺、JR宇美駅
前、町内スーパー2カ所

人権問題啓発講演会

第1部『「ピュアハート」による演奏』
第2部『報道と人権～東日本大震災をふまえて～』
講師：杉尾　秀哉さん（TBSテレビ報道局解説・専門
記者室長）

Ｈ２５／７／６（土）
１３：３０～１６：００

宇美町立中央公民館
大ホール

篠栗町 未定 未定 Ｈ２５／７／１（月） 未定
社会教育課
TEL：０９２－９４８－２２２２

志免町 同和問題啓発講演会 詳細未定 Ｈ２５／７／７（日）
志免町立町民センター
大ホール

社会教育課
TEL：０９２－９３５－７１００

須恵町 人権学習観劇会 詳細未定 Ｈ２５／６／２２（土） アザレアホール須恵
社会教育課
TEL：０９２－９３４－００３０

街頭啓発
Ｈ２５／７／１（月）
７：３０～
１７：３０～

町内JR・西鉄電車各
駅・スーパーマーケット
各店など

人権パネル展
テーマ「支え、支えられ、共に生きる　～絆むすぼう
～」

Ｈ２５／７／１（月）
～７月３１日（水）

シーオーレ新宮

 三月間　町民のつどい

記念講演
演題：「いのちのバトンタッチ～映画「おくりびと」に
寄せて～」
講師：青木　新門さん（作家・詩人（映画「おくりびと」
原作者））

Ｈ２４／７／６（土）
１０：００～

そぴあしんぐう　大ホー
ル

人権・男女共同参画推進
課
TEL：０９２－３３２－２０７５

太宰府市
人権政策課

ＴＥＬ：０９２－９２１－２１２１

人権・同和対策・男女共同
参画推進室

TEL：０９４３－７７－２６６１
うきは市

糸島市

宇美町
教育委員会　社会教育課
TEL：０９２－９３３－２６００

新宮町
シーオーレ新宮社会教育
課　　　TEL：０９２－９６２－
５１１１（直）



久山町 人権・同和問題講演会
講演：『僕は運命を信じない』　　　　講師：SRS
BOXING　GIM　坂本博之さん

Ｈ２５／７／１０（水）
１９：３０～２１：００ レスポアール久山 TEL：０９２－９３６－１１１１

粕屋町

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

演題　「重いけど　生きられる」
講師：山本　英照さん（金剛寺住職）

Ｈ２５／７／７（日）
１３：３０～

粕屋町立生涯学習セン
ター

粕屋町教育委員会　社会
教育課
TEL:０９２－９３８－１４１０

芦屋町 人権講演会 詳細未定
Ｈ２５／７／１２（金）
１９：００～２０：３０ 芦屋町町民会館

芦屋町教育委員会　生涯
学習課
TEL:０９３－２２３－３５４６

水巻町 人権講演会「町民の集い」 詳細未定
Ｈ２５／７／９（火）
１４：００～１５：３０

水巻町中央公民館
大ホール

生涯学習課人権係
TEL:093-201-4321

岡垣町 人権教育推進協議会　総会
講師：松崎　運之助（元・夜間中学校教諭）
演題：命の光を輝かせるために～私の「夜間中学」
教師体験記～

Ｈ２５／６／２９（土）
１４：４０～１５：４０

岡垣町中央公民館
大会議室

岡垣町教育委員会　生涯
学習課

街頭啓発 チラシ配布 Ｈ２５／７／１（月）
JR遠賀川駅前・ゆめタ
ウン・ルミエール

遠賀町教育委員会　生涯
学習課社会教育係

人権啓発パネル展
Ｈ２５／７／２（火）～
７／１２(金）

遠賀町中央公民館　1
階ギャラリー

人権講演会 講師　横田滋　横田早紀江夫妻 Ｈ２５／７／９（火） 遠賀町中央公民館

桂川町 市民講座「人権講演会」

『演題』　「こころをみつめる～今をより豊かに生きる
ために～」
【講師】　僧侶・アナウンサー・華道家　　川村　妙慶
さん

Ｈ２５／７／７（日）
１０：００～

桂川町住民センター
大ホール

桂川町人権センター
☎0948-65-1187

筑前町 同和問題啓発強調月間講演会
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
～」

Ｈ２５／７／２６（金）
１９：００～

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：０９４６－４２－６６１２

東峰村 人権教育研修会

演題　「人権って誰のためのものですか　～いのち
輝くまちへ、今、私たちは～
講師　福岡県人権施策推進懇話会会長　　稲積
謙次郎さん

Ｈ２５／７／５（金）
１９：３０～２１：００

小石原公民館　大会議
室

住民福祉課
TEL：０９４６－７２－２３１１
（内線４１）

大刀洗町 同和問題啓発強調月間講演会
一人芝居「TEARS（涙）」、長尾おやじの会　劇団
「一人ぼっち」

Ｈ２５／７／７（日）
１４：００～

大刀洗町ドリームセン
ター　ドリームホール

健康福祉課
TEL：０９４２－７７－２２６６

大木町 未定 未定 未定 未定
税務町民課
TEL:０９４４－３２－１０１３

街頭啓発
Ｈ２５／７／１（月）
１５：００～１７：００

Ａコープ広川店　・　マ
ミーズ広川店・　ドラッ
グストアモリ広川店・ア
スタラビスタ広川店

住民課　人権・同和対策係

Ｈ２５／７／１１（木）
１９：００～２１：００

Ｈ２５／７／１８（木）
１９：００～２１：００

Ｈ２５／７／２５（木）
１９：００～２１：００

香春町 人権啓発講演会 詳細未定
Ｈ２５／７／３０（火）

香春町町民センター
TEL：０９４７-３２-８４０７

街頭啓発
添田町内スーパー、コ
ンビニ

添田町教育委員会
ＴＥＬ：0947-82-5964
ＦＡＸ：0947-82-5530

人権講演会 詳細未定 詳細未定 添田町オークホール
教育委員会
TEL：０９４７-８２－５９６４
FAX:０９４７－８２－５５３０

ｃ 糸田町 同和問題講演会 詳細未定 H25/７月下旬 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 未定
Ｈ２５／７／２３（火）
１９：００～２０：３０

川崎町勤労青少年ホー
ム

川崎町立隣保館
TEL：０９４７－７３－３２７７

大任町 同和問題啓発講演会
講師：落語家　露の新治さん
演題：「新しゃんのお笑い人権高座」

Ｈ２５／７／５（金）
１９：００～ ＯＴＯレインボーホール

社会教育係
TEL：０９４７－６３－２２４２

赤村 同和問題講演会 詳細未定
Ｈ２５／７／２４（水）
１９：００～

赤村住民センター
大ホール

赤村教育委員会
TEL 0947-62-3003
FAX 0947-62-3017

福智町 同和問題啓発強調月間講演会
講 師　徳島県人権エンタメ集団「友輝」事務局
中 倉　茂 樹　さん
演 題  「ぬくもりを感じて」

Ｈ２５／７／２４（水）
１９：００～

福智町地域交流セン
ター

人権・同和対策課
人権・同和対策係　０９４７-
２２-７７６４
ほのぼの館 ０９４７-２２-６
２９０

苅田町 人権講演会
タイトル：「人間とは何か？　～助けてと言える社会
を目指して～」　　講師：奥田知志（ＮＰＯ法人北九
州ホームレス支援機構　理事長）

Ｈ２５／７／２０（土）
１４：００～１５：３０

苅田町三原文化会館
大ホール

人権男女共同参画課
人権推進係
ＴＥＬ：０９３－４３４－１９５８

みやこ町 人権講演会・隣保館まつり 詳細未定 Ｈ２５／７／７（日）
みやこ町豊津公民館、
みやこ町豊津隣保館

人権男女共同参画課
ＴＥＬ：０９３０－３３－３１１１
（内１５１）

吉富町 人権問題啓発講演会 詳細未定
Ｈ２５／７／２５（木）
１３：３０～

吉富フォーユー会館
住民課
TEL：０９７９－２４－１１２４

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

添田町

詳細未定

遠賀町

生涯学習課　社会教育係
TEL: 093-293-1234

広川町教育委員会　人権
同和教育係

広川町



上毛町

築上町 同和問題啓発強調月間講演会 詳細未定
Ｈ２５／７／７（日）
１３：００～

築上町文化会館
コマーレ大ホール

人権課築城人権センター
TEL：０９３０－５２－１８２２

該当なし


