
平成25年度　人権週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

講師：入江　杏さん[絵本作家・世田谷事件被害者遺
族］　　　　　　　　　　　　　　　映画上映：北朝鮮による
日本人拉致問題啓発アニメ　　「めぐみ」

H２５/１２/４（水）
13：30～15：45

男女共同参画センター・
ムーブ
2階ホール

講師：安田　菜津紀さん
［studio AFTERMODE所属フォトジャーナリスト］
映画上映：北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメ
「めぐみ」

H２５/１２/４（水）
13：30～15：45

北九州市立大学
A-101教室

講師：石川　結貴さん　［作家］
映画上映：北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメ
「めぐみ」

H２５/１２/５（木）
13：30～15：45

若松市民会館
大ホール

講師：荒木　和博さん
［特定失踪者問題調査会代表・拓殖大学海外事情
研究所教授］
映画上映：北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメ
「めぐみ」

H２５/１２/６（金）
13：30～15：45

黒崎ひびしんホール
大ホール

講師：廣道　純さん　［プロ車いすアスリート］
映画上映：北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメ
「めぐみ」

H２５/１２/６（金）
13：30～15：45

戸畑市民会館
（ウェルとばた3階）
大ホール

講師：井沢　元彦さん　［作家］
映画上映：北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメ
「めぐみ」

H２５/１２/９（月）
13：30～15：45

門司市民会館　大ホー
ル

講師：金　美齢さん　［評論家］
映画上映：北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメ
「めぐみ」

H２５/１２/４（水）
～１２／１０（火）

八幡市民会館　大ホー
ル

実践報告：福岡市立警固小学校PTA
「警固小学校PTA研修委員会の取り組み」
講演：長崎　圭子さん（NHK福祉番組アドバイ
ザー）

H２５/１２/４（水）
13：30～16：00

中央市民センター

実践報告：南片江校区人権尊重推進協議会
「南片江校区人尊協　あなたらしく私らしく・・・
『自分らしく』」
講演：佐久間　レイさん（声優・歌手・脚本家）

H２５/１２/４（水）
13：30～16：00

城南市民センター

実践報告：福岡市立福重小学校
「福重小学校における人権教育の推進」
講演：　藪本　雅子さん（フリーアナウンサー）

H２５/１２/５（木）
13：30～16：00

西市民センター

実践報告：福岡市立宮竹中学校
「地域と連携した心輝く教育の推進」
講演： 露の新治さん（落語家）

H２５/１２/６（金）
13：30～16：00

南市民センター

実践報告：社会福祉法人大井会　大井保育園
「大井保育園の人権保育」
～絵本、食育、つぶやきを通して～
講演：大野　勝彦さん（風の丘阿蘇大野勝彦美
術館）

H２５/１２/９（月）
13：30～16：00

博多市民センター

実践報告：早良区男女共同参画協議会
「早良区男女共同参画協議会の取り組み」
～西新校区の活動から～
講演：　家田　荘子さん（作家　高野山真言宗僧
侶）

H２５/１２/９（月）
13：30～16：00

早良市民センター

実践報告：福岡市立香椎第一中学校
香椎第１中学校版「いじめゼロプロジェクト」
講演：南雲　明彦さん
（明蓬館高等学校共育コーディネーター）

H２５/１２/１０（火）
13：30～16：00

東市民センター

大牟田市 第２８回　人権フェスティバル 詳細未定
H２５/１２/７（土）
13：30～15：30

大牟田文化会館
小ホール

人権・同和・男女共同参画課
TEL：０９４４－４１－２６１１

２０１３年　市民のつどい
○人権作品展示、人権作文・人権標語ステージ発表
等　　○宮の陣小表現発表等○浮羽工業高校表現
発表他

H２５/１２/７（土）
13：30～

市民会館
大ホール

久留米市人権啓発センター
TEL0942-30-7500
FAX0942-30-7501

第12回人権フェスタたぬしまる
演題：「いつか笑える日が来る」
講師：奥田　知志さんと生笑（いきわら）一座の皆さ
ん

H２５/１２/１４（土）
9：30～

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

２０１３北野人権講演会
演題：「今、大切にしたいこと」
講師：田中　もとゆきさん（歌ぐみ　はぜの木）

H２５/１２/６（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

２０１３城島地域人権学習会

演題：「人間の価値は、何で決まるの？」
講師：堀内　忠さん
（田川地区人権センター事務局長/福岡県人権研究
所副理事長）

H２５/１２/７（土）
13：30～

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

２０１３三潴地域人権講演会
演題：「人って、あったかいね」～さまざまな出会いに
感謝しながら～
講師：吉武　雄三さん

H２５/１２/７（土）
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 人権問題講演会 詳細未定
Ｈ２５／１１／２７（水）

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２０１３
一人芝居　『 学　校 』
講師 ： 福永　宅司さん
（子どもの学び館代表取締役）

Ｈ２５／１１／３０（土）
１４：００～１６：００ 福岡県立大　講堂

人権・同和対策課
ＴＥＬ：０９４７－４４－２０００

北九州市
平成２５年度人権週間記念講演会
「私たちの暮らしと人権」

人権推進センター人権文化推進課
TEL:０９３－５６２－５０１０

福岡市人権啓発センター
TEL:０９２－２６２－８４６４
FAX:０９２－２６２－８４６３

久留米市

福岡市
人権尊重週間
「人権を尊重する市民の集い」



柳川市 人権を考えるつどい

みのり保育園園児（和太鼓）
垂見保育園園児（お遊戯）
コンサート：　「あなたに会えてよかった」
う～みさん（シンガーソングライター）

H２５/１２/１（日）
13時30分～

総合福祉センター
「水の郷」

人権・同和対策室

八女市 スマイルフェスタやめ２０１３

記念講演　横田　滋さん・横田　早紀江さん
演題　　『拉致被害者の家族からの訴え』
小中学生による人権作文発表人権ポスター・
パネル展 等

H２５/１２/７（土） おりなす八女
人権・同和教育課
TEL：０９４３-２３-２０７４

筑後市 人権を考える市民のつどい
演題　　『今を生きる』講師
藤井　輝明さん（医学博士） H２５/１２/４（水）

サザンクス筑後
小ホール

人権・同和教育課
TEL：０９４２－６５ー７０３９
FAX:０９４２－５４－０３３６

大川市 人権週間講演会

（ビデオ視聴）
題名：「くらしの中の人権問題　地域編」
（講演）
演題：「逆境こそ私を生かしてくれた」
講師：豊田　詔子さん

Ｈ２５／１１／２１（木）
13：30～

大川市文化センター
小ホール

教育委員会　生涯学習課
TEL：０９４４-８５－５６１８

行橋市
人権週間記念行事・
人権を考える市民のつどい

演題：いのちと尊厳を見つめて（予定）
講師：柳田邦男さん

H２５/１２/１４（土）
13:30～16:00

コスメイト行橋
人権男女共同参画課
TEL：０９３０－２５－１１１１
（内線１３３２）

豊前市 人権のつどい 詳細未定 Ｈ２５／１１／１７（日） 豊前市民会館
総務課人権啓発係
TEL：０９７９－８２－１１１１
（内線1509）

小郡市 人権週間記念講演会

人権作文発表会・講演会
演題：「この顔は ぼくの魅力だよ　”タッチ先生”
からのメッセージ」
講師：藤井輝明さん

H２５/１２/７（土）
13：30～15：30

小郡市文化会館
大ホール

人権・同和対策課
TEL：０９４２ー７２ー２１１１
内線４３２

街頭啓発 街頭啓発
H２５/１２/３（火）
１８：００～

西鉄二日市駅
朝倉街道駅
JR二日市駅

人権図画等の展示
看板・懸垂幕等の設置、
人権標語・図画等（市内小・中学生の作品）の展
示

H２５/１２/３（火）
～１０（火）

市内６コミュニティセン
ター等・生涯学習セン
ター　　　　・総合保健福
祉センター

春日市 障がい者アートグループ展
春日市在住で、絵画等の製作を愛好する皆さん
のグループ展。

Ｈ２５／１２／３（火）～
１２／１３(金）
土・日は除く

市役所１階
中央アトリウム

人権政策課
TEL:０９２－５８４－１１１１

大野城市 人権週間講演会
一人芝居
「君よ がれきの華となれ」
講師　玄海　椿さん（女優）

Ｈ２５／１２／５(木）
１８：３０～２０：００

まどかぴあ
多目的ホール

人権女性政策課
TEL:092-580-1840（直通）
FAX:092-573-5380

宗像市 人権啓発作品展
・児童生徒による人権ポスター・人権標語の展示
・障がい者による絵画・写真等の作品展示

H２５/１２/７（土）
～８（日）

宗像ユリックス
イベントホール前

人権対策課
TEL:０９４０－３６－１２７０

人権週間街頭啓発 街頭啓発
H25/12/2（月）
１７：３０～

西鉄五条駅前広場及び
市内スーパー前２カ所

人権政策課
人権・同和政策係

男女共同参画市民フォーラム

演題：「子どもとメディアを考える～スマホ社会の子
どもたち」
講師：古野　陽一さん
（NPO法人　子どもとメディア専務理事）

H２５/１２/７（土）
10：00～12：00

プラム・カルコア太宰府
(太宰府市中央公民館）
市民ホール

人権政策課
男女共同参画推進係
TEL:０９２－９２１－２１２１
内線５４２

古賀市 いのち輝くまち☆こが２０１３

児童・生徒による人権作文発表
声優の増岡　弘さんの講演と増岡　弘さんが務
めている「劇団東京ルネッサンス」による「群読」
講演の二部構成

H２５/１２/８（日）
9：30～11：50

リーパスプラザ
（古賀市中央公民館）

人権センター　With（ウイズ）
TEL：０９２－９４２－１１２８

福津市 人権講演会
演題：「誰にだってその人の”華”がある」
講師：八名　信夫さん

H２５/１２/７（土）
13：30～15：00

福津市中央公民館
人権政策課
TEL：０９４０ー４３ー８１２９

うきは市 人権フェスティバル
公演:瑞宝太鼓 (13:15～)
他 小・中学校による合唱・劇等
展示・食文化・その他（バザー等）

H２５/１２/８（日） 白壁ホール

人権・同和対策・男女共同参画
推進室
TEL：０９４３－７７－２６６１

鞍手町 人権週間の集い講演会
演題：「心に熱と光をもとめて」
講師：中山　洋一さん、中山　健一郎さん
（フラットワールド）

H２５/１２/２（月）
14:00～

中央公民館
第１研修会

教育委員会教育課
TEL：０９４９‐４２-７２００

宮若市 人権講演会
演題：「土井ホームの子どもたち　－希望と回復
の物語－」
講師：土井　高徳さん

H２５/１２/４（水）
13:30～

マリーホール宮田 子育て・人権課人権福祉係
TEL：０９４９‐３２-０７６５

嘉麻市
嘉麻・桂川地区人権啓発交流
フェスティバル

詳細未定
H２５/１２/８（日）
10：00～

嘉麻市立
なつき文化ホール

嘉穂隣保館
ＴＥＬ：０９４８－５７－００３２

筑紫野市
人権政策課
TEL:０９２－９２３－１１１１
内線４２９

太宰府市



朝倉市 人権を考える朝倉市民のつどい

■　人権作品コンクール表彰式・優秀作文発表
■　講演演題　：　「生まれてきてくれてありがと
う」　　　　　　　　　トーク＆コンサート
講師　：　mon（もん）　さん　（子育てシンガー）

H２５/１２/１７（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
（内線61-512）

みやま市
人権啓発
トーク＆コンサート・映画上映会

テーマ　　かけがえのない命
第１部：子育てシンガーmon（もん）さん　人権コ
ンサート
第２部：映画「うまれる」

Ｈ２５／１２／２３（月）
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

糸島市 人権映画祭
糸島市各支部にて映画上映会を開催
「ももへの手紙」、「ふみ子の海」、「遺体」など

Ｈ２５／１１／２４
（日）、３０（土）、１２／
１（日）、７（土）、８
（日）、１４（土）

糸島市内各公民館
人権・男女共同参画推進課
TEL:092-332-2075
各校区公民館

那珂川町 第19回人権フェスタなかがわ２０１３
人権コーラスや人権劇などのステージ発表、啓
発パネル・人権作文・標語・ポスター等の展示、
啓発アニメの上映など

Ｈ２５／１２／８（日）
１０：００～

ミリカローデン那珂川
人権政策課
TEL：０９２－９５３－２２１１
(内線１８２）

宇美町
一日人権擁護委員の日
街頭啓発

街頭啓発
Ｈ２５／１２／２（月）

JR宇美駅周辺
教育委員会　社会教育課
TEL：０９２－９３３－２６００

篠栗町 人権週間に伴う映画上映会 映画：「人生、いろどり」
Ｈ２５／１２／５（木）
19:00～21:00

クリエイト篠栗
大ホール

社会教育課
TEL：０９２－９４８－２２２２

志免町 人権を尊重する町民のつどい

第１部　小中学生による人権作文朗読と表彰
第２部　講演
演題：　キャスターから見た人権
講師：　宮川　俊二さん

Ｈ２５／１２／１（日）
13:30～15:50

志免町立町民センター
大ホール

社会教育課
TEL：０９２－９３５－７１００

新宮町
第37回人権を尊重する町民のつど
い

詳細未定 H２５/１２/７（土）
そぴあしんぐう
大ホール

総務課人権推進室

久山町 未定 未定 未定 未定
教育委員会
TEL:０９２－９７６－１１１１

粕屋町 人権を尊重する町民のつどい
第１部　人権作品等の表彰と作文の朗読
第２部　きらめきコンサート

H２５/１２/８（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 人権まつり
人権講演会、青少年主張大会、ミニコンサート、
各種団体による催し物、販売コーナーなど

H２５/１２/７（土）
9：20～15：00

芦屋町町民会館
生涯学習課
TEL:０９３－２２３－３５４６

水巻町 第８回世代間交流発表会 詳細未定
H２５/１２/１４（土）
10：00～12:00

水巻町中央公民館
大ホール

生涯学習課人権係

岡垣町 人権講演会

人権アピール　「波の鼓動」和太鼓演奏など
吉木小学校６年生
講演
演題：「子どもの人権と未来にはばたくいのち」
講師：志茂田　景樹　さん

H２５/１２/７（土）
13：30～

岡垣サンリーアイ
教育委員会　生涯学習課
TEL：０９３－２８２－１２１１

遠賀町 人権週間講演会
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～』
講 　師 　そのだ　ひさこ　さん

Ｈ２５／１２／５（木）
19:00～20:35

遠賀町中央公民館
大ホール

住民課　協働・人権推進係
TEL: 093-293-1234

小竹町 人権週間講演会

演題：「あきらめない生き方」
講師：山本　浩之さん（車いすマラソンアスリート
ランナー）
山本美也子さん（ＮＰＯ法人はぁとスペース代
表）

H２５/１２/３（火）
14：30～

中央公民館
大研修室

税務住民課住民係
TEL:０９４９６－２－１２１７

桂川町
嘉麻・桂川地区人権啓発交流
フェスティバル

詳細未定
H２５/１２/８（日）
10：00～

嘉麻市立
なつき文化ホール

桂川町人権センター
ＴＥＬ：０９４８－６５－１１８７

筑前町 人権フェスタ２０１３
ステージ発表、作品展示、人権作品コンクール
表彰、バザー

H２５/１２/８（日）
9：30～15:00

筑前町めくばーる
生涯学習課
TEL：０９４６－２４－８７６２

東峰村 人権講演会 詳細未定
Ｈ２５／１２／６（金）
19:30～

保健福祉センター
いずみ館

住民福祉課
TEL：０９４６－７２－２３１１）

大刀洗町 人権講演会
演題：「失って見えてきたもの」
講師：大野　勝彦さん

H２５/１２/８（日）
14：00～

大刀洗町ドリームセン
ター　ドリームホール

教育委員会　生涯学習課
TEL：０９４２-７７－２６７０

大木町 人権週間の集い

人権作文の朗読
人権講演会
演題　性的少数者の一人として
～性同一性障害の人の抱える問題と今後の課
題～　　　　　　　　講師　野見山美佐さん（中間市
職員）

Ｈ２５／１２／６（金）
13:30～

こっぽーっとホール
（町総合体育館内）

税務町民課
TEL:０９４４－３２－１０６８

人権・同和問題講座 ヒューマン・アルカディア　セミナー

Ｈ２５／１１／１４
（木）、　　２１（木）、２８
（木）　　　　　　19：00
～21：00

中央公民館 人権同和教育係

人権週間講演会
「心をつなぐ”ひろか和”のつどい」

〇　開会セレモニー
広川中学校和楽器「蕾桜」による太鼓の演奏
〇　人権コンサート
ＪＯＹ倶楽部ミュージックアンサンブル

H２５/１２/７（土）
13：00～

広川町　保健・福祉セン
ター
（はなやぎの里）

住民課　人権・同和対策係
TEL:0943-32-1111
教育委員会　人権・同和教育係
TEL:0943-32-0093

香春町 人権啓発講演会 詳細未定
Ｈ２５／１２／４（水） 香春町町民センター

町民ホール
総務課人権同和啓発係
TEL:0947-32-2511

広川町



添田町 人権講演会
演題：未定
講師：辻井　正さん

Ｈ２６／１／３１（金） そえだ公民館
（オークホール）

教育委員会　人権啓発係
TEL：０９４７-８２－５９６４
FAX:０９４７－８２－５５３０

糸田町 人権講演会 詳細未定
Ｈ２５／１２／４（水）
19:00～ 糸田町文化会館

教育委員会
TEL：０９４７-２６－３７８８

川崎町 人権講演会
演題：「一人一人がすばらしい～サザエさん一家
は幸福みつけの達人ぞろい～」
講師：増岡　弘さん

Ｈ２５／１２／１０（火）
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

演題　｢非行少年の立ち直り支援～おじさんは信
じてるよ～｣
講師　（有）野口石油　代表取締役　野口　義弘
さん

Ｈ２５／１２／４（水） 大任町公民館３階
講堂

教育委員会
TEL：０９４７－６３－２２４２

赤村 人権問題講演会 詳細未定 未定 赤村住民センター
人権同和対策室
TEL 0947-62-300０

福智町 人権週間講演会
テーマ：「ひとり一人の人権が尊重されて深まる絆」
講師：倉富　史枝さん（福岡ジェンダー研究所）

Ｈ２５／１１／２７（水）
１９：００～

福智町地域交流セン
ター

人権・同和対策課
０９４７-２２-７７６４
ほのぼの館 ０９４７-２２-６２９０

苅田町 人権メッセージ２０１３
・苅田町小中学生人権作品表彰式
・人権講演会「キッチンからはじまる家族の絆」
講師：コウケンテツさん

H２５/１２/８（日）
13：00～16:00

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

みやこ町 人権のつどい 詳細未定 Ｈ２５／１２／７（土）
総合文化センター
「サン・グレートみやこ」
ホール

人権男女共同参画課

吉富町 人権講演会 詳細未定
Ｈ２５／１２／５（木）
13:30～

吉富フォーユー会館 教育委員会

上毛町 人権講演会
演題：「心の国際化を目指して」
講師：辺　真一さん（ジャーナリスト）

H２５/１２/８（日）
げんきの杜
多目的ホール

住民課住民福祉係

築上町 「第６５回人権週間」人権講演会 詳細未定
H２５/１２/８（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


