
平成26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 街頭啓発 H２６／７／１（火） 小倉城周辺ほか各区

同和問題啓発強調月間・講演会

講演会　　　演題：「ぬくもりを感じて」
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「止揚の会」事務局）
映画上映「秋桜の咲く日」

H２６／７／１７（木）
13:30～16:00（開場13:00）

男女共同参画センター
「ムーブ」

城南区人権を考えるつどい
うーみさんの人権コンサート
～あなたにあえて良かった～

H２６／７／１０（木）
14:00～16:00（開場13:30）

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
フォークグループ「マウンテンゴリラ」人権コンサート
「生命（いのち)のバトン」

H２６／７／９（水）
14:00～15:30（開場13:30）

早良市民センター
４階　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

「心に熱と光を求めて」
～差別(いじめ)は麻薬、人権教育は心の特効薬～
フラットワールド（親子デュオ)

H２６／７／１０（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
演題：「何しようと？　～子育て大丈夫？～」
講師：山本　華世さん（キャスター）

H２６／７／２４（木）
13:30～15:00（開場13:00）

博多市民センター
ホール

博多区生涯学習推進課
TEL：０９２－４１９－１０２５

大牟田市 人権・同和教育講演会

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(佐賀市教育委員会　学校教育課
人権同和教育指導員)

Ｈ２６／７／１５(火)
18:30～　(開場18:00)

大牟田文化会館
第1、第2研修室

人権・同和教育課
TEL：０９４４－４１－２８６９

同和問題講演会
演題：「人権が尊重される地域社会の実現に向けて」
講師：中山　末男さん（部落解放同盟筑後地区協議会）

Ｈ２６／７／６（日）
14:00～16:00

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

田主丸地域　同和問題講演会
演題：「差別をなくすということ　人権をまもるということ」
講師：組坂　幸喜さん（九州大谷短期大学　人権論講
師）

Ｈ２６／７／１０（木）
19:30～

田主丸そよかぜホール

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：「人権が尊重される社会をめざして」
講師：岩本　広輝さん（北筑後教育事務所人権・同和教
育室主任指導主事）

Ｈ２６／７／１０（木）
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：「人権が尊重されるまちをめざして～同和問題の
解決に向けて～」
講師：仲　芳美さん（久留米市啓発・研修講師団講師）

Ｈ２６／７／８（火）
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

三潴人権・同和問題講演会
演題：「わたしをささえてくれたたくさんの出会い・そして
これからも・・・」
講師：綾部　章子さん(久留米市啓発・研修講師団講師）

Ｈ２６／７／１７（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 同和問題講演会
演題：「みんなの人権・同和問題を考える」
講師：角　敏秀さん（福岡県人権・同和問題研修講師団
講師）

H２６／７／２５（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：０９４９－２５－２１０５

街頭啓発 街頭啓発
Ｈ２６／７／４（金）
14:00～

飯塚市本町商店街・東
町商店街・昭和通、イオ
ン穂波ショッピングセン
ター

Ｈ２６／７／５（土）
14:00～

穂波公民館

Ｈ２６／７／５（土）
19:00～

筑穂公民館

Ｈ２６／７／１７（木）
10:00～

立岩公民館

Ｈ２６／７／１７（木）
13:30～

鎮西公民館

Ｈ２６／７／１８（金）
10:00～

鯰田公民館

Ｈ２６／７／１８（金）
13:30～

飯塚東公民館

Ｈ２６／７／１８（金）
19:00～

頴田公民館

Ｈ２６／７／２５（金）
10:00～

菰田公民館

Ｈ２６／７／２５（金）
13:30～

幸袋公民館

Ｈ２６／７／２９（火）
10:00～

飯塚公民館

Ｈ２６／７／２９（火）
13:00～

二瀬公民館

Ｈ２６／７／２９（火）
19:00～

庄内公民館（別館）（旧
庄内生涯学習交流館）

田川市 同和問題啓発強調月間講演会
演題：「人の世に熱と光を」
講師：清原　隆宣さん（奈良県御所市　西光寺住職）

H２６／７／１２（土）
14:00～16:00

田川青少年文化ホール
人権・同和対策課
TEL:０９４７－４４－２０００

柳川市 人権・同和教育夏期講座
演題：「出会い・触れ合い・感じ愛」
講師：人権バンド「ホライズン」

H２６／７／５（土）
14:00～

柳川総合保健福祉セン
ター
「水の郷」

保健福祉部人権・同和対策
室TEL:０９４４－７７－８５３２
教育部人権・同和教育推進
室TEL:０９４４－７７－８８４２

演題：笑顔で語ろう人権問題
講師：粗忽家　勘心（そこつや　かんしん）さん
（内浜落語会（福岡市）会員）

演題： 笑顔で語ろう人権問題
講師：粗忽家　勘朝（そこつや　かんちょう）さん
（内浜落語会（福岡市）会長）

演題：ＴＥＡＲＳ（涙～愛しの愛子）
講師：:劇団「一人ぼっち」（げきだん　ひとりぼっち）さん

演題：ＴＥＡＲＳ（涙～愛しの愛子）
講師：:劇団「一人ぼっち」（げきだん　ひとりぼっち） さん
（長尾おやじの会（福岡市）会員・福岡市人権啓発講師
団講師）飯塚市

人権同和政策課
ＴＥＬ：０９４８－２２－５５００
（内線１３２７）
立岩会館　0948-26-1178同和問題啓発強調月間講演会

北九州市
保健福祉局
人権文化推進課
TEL：０９３－５６２－５０１０

久留米市

福岡市



人権のまちづくり市民の集い（黒木
会場）

ちひろ人権コンサート
あかるいほうへ　～金子みすゞの心とともに～

H２６／７／５（土）
13:30～

黒木開発センター
人権・同和政策課
TEL：０９４３-２３-１４９０(直)

人権のまちづくり市民の集い（八女
会場）

演題：「混迷の時代を生きる“命の重さ”」
講演　江川紹子さん（フリージャーナリスト）

H２６／７／１２（土）
13:30～

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)

筑後市
第３３回筑後市同和問題・人権啓発
推進大会

演題：「共に生きる社会の実現をめざして！」
講師：江口　久さん（愛媛県人権対策協議会副会長）
〖人権コンサート〗ちひろさん

Ｈ２６／７／２３(水)
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 市内3ヶ所で実施 Ｈ２６／７／１（火）
ゆめタウン大川店、
ルミエール大川、
江頭エーザイ大川

福祉事務所福祉係

人権パネル展「教科書の中に見る同和問題」
Ｈ２６／７／１６（水）～
７／２３（水）

コスメイト行橋
文化ホール

人権映画上映「秋桜の咲く日」
記念講演演題：「ほめ言葉のシャワーで楽しいコミュニ
ケーション」
講師：菊池　省三さん（北九州市立小倉中央小学校教
諭）

Ｈ２６／７／１９（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
演題：「橋はかかる～被差別部落に生まれ育って～」
講演：村崎　太郎さん（猿まわし師）

Ｈ２６／７／１９（土）
13：00～（開場12：30）

市民会館大ホール

総務課人権啓発係内
豊前市人権センター事務局
TEL：０９７９－８２－１１１１
（内線1509）

中間市 人権フェスティバル

「ももまるくん」紙芝居・「人権まもるくん・あゆみちゃん」
アニメ上映など
【疑似体験コーナー】車イスの体験・高齢者疑似体験
【講演会】森田　ゆりさん（エンパワメント・センター主宰）
【人権相談会】を同時開催

Ｈ２６／７／２５（金）
15:00～20:00

なかまハーモニーホー
ル

中間市人権センター
TEL:０９３－２４５－３５１１

小郡市 同和問題市民講演会
演題：「記憶の中の風景　私の出会った物語たち」
～部落の語り伝え『火の玉のはなし』～
講師：中西和久さん

Ｈ２６／７／１２（土）
14:00～（開場13:30）

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

演題：「いのちを食べて、いのちは生きる」
～映画「ある精肉店のはなし」より～
講師：纐纈（はなぶさ）　あやさん　（映画監督）

H２６／７／２６（土）
13:00～（受付12:30）

筑紫野市文化会館
大ホール

教務課
０９２－９２３－１１１１

人権パネル展
H２６／７／２（水）～
７／１７（木）

春日市
ふれあい文化センター

H２６／７／２２（火）～
７／３１（木）

市役所１階市民ホール

街頭啓発 街頭啓発 H２６／７／１（火） 西鉄春日原駅　他

男女共同参画週間講演会

演題：「支えあい・認め合い・すてきに生きる」～世代や
性別にとらわれずに、その人らしさを認めよう～
講師：中嶋　玲子さん

H２６／６／２４（火）
19:00～20:30

春日市男女共同参画・
消費生活センター
じょなさん

街頭啓発 街頭啓発
Ｈ２６／７／１（火）17：30
～※雨天の場合は７／３
（木）に延期

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 人権作品展
Ｈ２６／７／１（火）～
１１（金）

大野城まどかぴあ1階
ギャラリーモール

テーマ：同和問題
Ｈ２６／７／８（火）
19：00～

南コミュニティセンター

テーマ：高齢者問題
Ｈ２６／７／１０（木）
19：00～

東コミュニティセンター

テーマ：障がい者問題
Ｈ２６／７／１７（木）
19：00～

北コミュニティセンター

テーマ：子ども問題
Ｈ２６／７／２２（火）
19：00～

中央コミュニティセン
ター

宗像市 人権・男女共同参画講演会

演題：「出会いの人生から学んだこと」
～仕事も家庭も一生懸命～
講師：菊池　幸夫さん（弁護士）
※ハーモニーホール入口前にて障がい者施設によるバ
ザーを開催します。

H２６／７／２４（木）
13:15～（開場12:30）

宗像ユリックス・
ハーモニーホール

人権対策課
TEL:０９４０－３６－１２７０

太宰府市 同和問題啓発強調月間市民講演会

【第1部　コンサート】太宰府市市民吹奏楽団
【第2部　講演】
演題：「みんな違う顔、でも同じハート」
講師：笑福亭　松枝さん（落語家）

H２６／７／１２（土）
10:00～12:00予定

プラム・カルコア太宰府
（中央公民館）
市民ホール

地域健康部　人権政策課
TEL:921-2121

古賀市
第３４回古賀市同和問題を考える市
民のつどい

演題：「人のこころにひそむ差別」
講師：旭堂　南陵（きょくどう　なんりょう）さん（講談師）
三味線演奏：「弦楽津軽三味線」
出演：弦楽（げんらく）（NPO法人古賀市文化協会所属）

H２６／７／５（土）
10:00～12:00（開場9:30）

リーパスプラザ（古賀市
中央公民館）
大ホール

人権センター
TEL：０９２－９４２－１１２８
ＦＡＸ：092-942-1286

福津市 街頭啓発 街頭啓発 H２６／７／１（火） 市内商業施設３か所
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
演題：「若者の立場からみえる部落差別」
講師：内屋　綾さん（部落解放同盟福岡市協議会事務
局員）

H２６／７／１６（水）
19:30～21:00

白壁ホール

人権・同和対策・男女共同参
画推進室
TEL：０９４３－７７－２６６１

コミュニティ別人権・同和問題研修
会

人権政策課
TEL:０９２－５８４－１20１

人権パネル展

市民部 人権男女共同参画
課
TEL：０９２-５８０-１８４０

春日市

人権男女共同参画課
TEL：０９３０－２５－１１１１
（内線１３３２）

大野城市

八女市

行橋市
人権・同和問題啓発強調月間記念

行事



鞍手町 鞍手町人権講演会

演題：「ぬくもりある人権のまちづくり」～一人芝居先生
の涙と笑いのトーク～
講師：福永　宅司さん（子どもの学び館代表取締役）

Ｈ２６／７／２２（火）
14:00～

中央公民館　第１研修
室

教育委員会教育課
TEL：０９４９‐４２-７２００

小竹町 人権講演会
演題：「笑顔で語ろう　高齢化社会」
講師：粗忽家 勘心さん（中村 陽さん）　（内浜落語会）

H２６／７／１５（火）
14:00～

中央公民館
総務課人権係
TEL：０９４９‐６２-１２１２

宮若市 人権講演会

演題：「子どもや家庭のSOS聞こえてますか？」
～震災支援から見えるファミリー・ライフステージ支援～
講師：坂口　明夫さん
（子ども家庭支援センターあまぎやま主任相談員）

Ｈ２６／７／２４（木） マリーホール宮田
社会教育・文化振興係
TEL：０９４９‐３２-３２１０

嘉麻市 人権のつどい
演題：未定
講師：富島　喜輝さん（四国学院大学）

Ｈ２６／７／６（日）
10:30～

嘉麻市なつき文化ホー
ル

人権・同和対策課
嘉穂隣保館
ＴＥＬ：０９４８－５７－００３２

朝倉市 同和問題啓発強調月間講演会
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：川村　妙慶さん（僧侶、アナウンサー、華道家）

Ｈ２６／７／８（火）
19：00～（開場18:30）

サンライズ杷木
大ホール

人権・同和対策課
TEL：０９４６－２２－１１１１
（内線61-516）

みやま市 人権・同和問題啓発講演会 イソジンズ「伝えたい　この思い」
H２６／７／１２（土）
10:00～

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 同和問題啓発強調月間中央講演会
演題：「いのち輝くまちへ、いま、私たちは」
講師：稲積　謙次郎さん

H２６／７／１２（土）
14:00～

糸島市人権センター
人権・男女共同参画推進課
TEL：０９２－３３２－２０７５

那珂川町
すべての人の人権を大切にする住
民の集い

人権トーク＆コンサート
「～生まれてきてくれてありがとう～　」
講師：monさん（子育てシンガー）

H２６／７／２７（日）
14:00～（開場13:30）

ミリカローデン那珂川
文化ホール

人権政策課人権・同和政策
担当
ＴＥＬ：０９２－９５３－２２１１
（内線182）

同和問題啓発強調月間街頭啓発 街頭啓発 H２６／７／１(火)
ＪＲ宇美駅前
町内スーパー2カ所

人権問題啓発講演会

人権啓発ＤＶＤ上映「いじめなんかいらない!!」
～東日本大震災から、私たちは学んだ～
講演　　　演題：「転んだら、どう起きる？」
講師：宇梶　剛士さん（俳優）

H２６／７／５(土)
13:30～（開場13:00）

宇美町立中央公民館

篠栗町 社会を明るくする町づくり講演会
演題：「生きながら生まれ変わる」
講師：米良　美一さん（歌手）

Ｈ２６／７／１（火）
クリエイト篠栗　大ホー
ル

社会教育課
TEL：０９２－９４８－２２２２

志免町 同和問題啓発講演会

ＤＶＤ上映「人権のヒント地域編」
演題：「～私の「夜間中学」教師体験記～　命の光を大
きく輝かせるために」
講師：松崎　運之助さん（元・夜間中学校教諭）

Ｈ２６／７／６（日）
13:30～（受付13:00）

町民センター大ホール
社会教育課
TEL：０９２－９３５－７１００

須恵町 同和問題強調月間　上映会 映画上映「そして父になる」

Ｈ２６／７／２０（日）
１回目10:30～（開場
10:00）
２回目13:30～（開場

アザレアホール須恵
健康福祉課
ＴＥＬ：０９２－９３２－１４９３

新宮町  三月間　町民のつどい
演題　「こうのとりのゆりかご　～子どもの幸せのために
～」
講師　田尻　由貴子さん（慈恵病院相談役）

H２６／７／５（土）
10:00～

そぴあしんぐう　大ホー
ル

新宮町教育委員会
社会教育課

久山町 人権・同和問題講演会
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：川村　妙慶さん（アナウンサー、僧侶）

H２６／７／９（水） レスポアール久山 TEL：０９２－９７６－１１１１

粕屋町
三本大会（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）

演題：「社会の中で孤立しがちな若者の支援について」
～福岡県若者自立支援「サポステ」の紹介～
講師：浅海　道子さん（NPO法人JACFA理事長）

H２６／７／６（日）
13:30～

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
演題：「ワーク・ライフ・バランス　これからの時代の生き
方」
講師：小崎　恭弘さん（神戸常磐大学短期大学准教授）

H２６／７／１１（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」
トーク＆コンサート
演題：「生まれてきてくれてありがとう」
講師：ｍｏｎさん（子育てシンガー）

Ｈ２６／７／９(水)
14:00〜15:30（開場13:30）

中央公民館　大ホール
生涯学習課人権係
TEL:０９３－２０１－４３２１

人権街頭啓発 人権意識の向上を目指しての街頭啓発 H２６／６／２４（火）
午前）金融機関
午後）JR海老津駅、商
業施設等

人権教育推進協議会　総会

総会
講演会
演題：「ネット社会に傷つけられる子どもをどう守るか」
講師：石川　結貴氏（作家）

Ｈ２６／６／２８（土）
13：30～15：40

中央公民館　大会議室

遠賀町
同和問題啓発強調月間　映画上映
会

映画上映会　「そして父になる」
H２６／７／１２（土）
18:30～

中央公民館
生涯学習課　社会教育係
TEL: ０９３－２９３－１２３４

桂川町 市民講座「人権講演会」

演題　　「人として、報道人として　～震災報道の裏側と
人権～　」
講師：笠井　信輔さん　（アナウンサー）
※人権パネル展も同時開催

H２６／７／６(日)
10:00～（受付 9:30）

桂川町住民センター
大ホール

桂川町人権センター
ＴＥＬ：０９４８－６５－１１８７

教育委員会　社会教育課
TEL：０９２－９３３－２６００
FAX：０９２－９３３－２７４１

宇美町

岡垣町

岡垣町教育委員会生涯学習
課
ＴＥＬ：０９３－２８２－１２１１
（代表）



筑前町 同和問題啓発強調月間講演会
トーク＆コンサート　心に熱と光をもとめて
演者：フラットワールド（親子デュオ）
父：中山　洋一さん、長男：中山　賢一郎さん

H２６／７／２５（金）
19:00～（開場18:30）

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：０９４６－４２－６６１２

東峰村 人権教育研修会
演題：「同和の歴史について～新しい視点に立って～」
講師：堀田　秀茂さん（久留米市教育部人権同和教育
課専任非常勤）

H２６／７／４（金）
19:30～21：00

小石原公民館　大会議
室

住民福祉課
TEL：０９４６－７２－２３１１

大刀洗町 人権ミニフェスティバル
映画上映　「ももへの手紙」　「そして父になる」
こどもの人権パネル展

Ｈ２６／７／６（日）
大刀洗町
ドリームセンター

健康福祉課
TEL：０９４２－７７－２２６６

街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２６／７／２（水）
サニー駐車場アスタラ
ビスタ駐車場イオン大
木店駐車場

同和問題啓発強調月間講演会

啓発ビデオ「更生保護～立ち直りを支える地域のチカラ
～」
講演会　演題：「ケガレ意識と現代－今、なぜ部落差別
はあるのか－」
講師：石瀧　豊美さん

Ｈ２６／７／４（金） こっぽーっとホール

街頭啓発 街頭啓発
Ｈ２６／７／１（火）
16:00～17:00

Aコープ広川店・マミー
ズ広川店・アスタラビス
タ広川店

演題：「正しく知り、思いを知り、共感から行動へ」(部落
史の流れを中心に)
講師：林田　圭一さん（久留米市人権啓発センター）

Ｈ２６／７／１７(木)
20:00～21:30

演題：「人権・同和教育を通して学んだこと」
講師：中村　裕明さん（南筑後教育事務所人権・同和教
育室）

Ｈ２６／７／２４(木)
20:00～21:30

演題：「共有、共感を求めて」
講師：中山　信一さん（久留米市人権・同和教育課）

Ｈ２６／７／３１(木)
20:00～21:30

香春町 人権啓発講演会
演題：「今、伝えておきたいこと－同和問題と歩みながら
－」
講師：丘乃　れいさん（シナリオ作家）

H２６／７／１６（水）
19:00～（開場18:30）

町民センター
町民ホール TEL：０９４７-３２-８４０７

街頭啓発 町内街頭啓発・職場啓発 Ｈ２６／７／３(木)

人権講演会
演題：未定
講師：組坂　繁之さん

Ｈ２６／７／２５（金）
19:00～

そえだ公民館
（オークホール）

糸田町 同和問題講演会
演題：「同和問題は今～差別の現状と課題～」
講師：池　勝さん（部落解放同盟福岡市協議会書記長）

H２６／７／２３（水）
19:00～

糸田町文化会館
教育委員会
TEL：０９４７-２６－３７８８

川崎町 同和問題啓発講演会
演題：「ちょっと心を　かしてくれませんか」
講師：宮崎　保　さん

Ｈ２６／７／９（水）
19：00～

青少年ホーム（300席）
人権推進課（川崎町立隣保
館）
TEL：０９４７－７３－３２７７

大任町 同和問題啓発講演会
演題：「いのちのバトンタッチ－映画おくりびとによせて
－」
講師：青木　新門さん（小説家）

Ｈ２６／７／４（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
演題：「人権が尊重される地域社会の実現に向けて」
（仮）
講師：中山　末男さん

H２６／７／２３（水）
19:15～

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
演題：「視点を変えて見る人権問題」
講師：ダニーロ・ツヨシさん

Ｈ２６／７／２４（木）
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　０９４７-２
２-７７６４
ほのぼの館 ０９４７-２２-６２
９０

苅田町 人権講演会
演題：「よくわかる人権のはなし～子どもがうたった『子
守り唄』～」
講師：松田　美緒さん（歌手）

H２６／７／２６（土）
13:30～（開場13:00）

三原文化会館
大ホール（１Ｆ）

総務課人権・男女共同参画
推進担当
ＴＥＬ：０９３－４３４－１９５８

みやこ町 人権講演会・隣保館まつり
演題：「それは、お前が自分で考えんとなァ・・・」
～わたしにとっての人権・同和問題～
講師：西田　静さん

Ｈ２６／７／２７（日）
13:00～

みやこ町豊津公民館
ホールみやこ町豊津隣
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
演題：「こころの健康　～仏心は歌心～」
講師：南　慧昭さん（勝光寺住職）

Ｈ２６／７／２４（木）
13:30～

吉富フォーユー会館
住民課
TEL：０９７９－２４－１１２４

上毛町

街頭啓発 啓発ティッシュの配布 Ｈ２６／７／１（火）
JR椎田駅・築城駅、メタ
セの杜、ルミエール椎

田店

同和問題啓発強調月間講演会
演題：「ぬくもりを感じて」
講師：中倉　茂樹さん（徳島県人権エンタメ集団「友輝」）

Ｈ２６／７／２０（日）
13:00～15:00

築上町文化会館コマー
レ

添田町教育委員会 人権啓
発係

ＴＥＬ：０９４７－８２－５９６４
ＦＡＸ：０９４７－８２－５５３０

築上町

広川町
広川町教育委員会
人権同和教育係
ＴＥＬ：０９４３－３２－００９３

人権課築城人権センター
TEL：０９３０－５２－１８２２

該当なし

同和問題啓発強調月間講座
なるほど人権セミナー

町民交流センター
大研修室

大木町

税務町民課
TEL:０９４４－３２－１０１３
TEL:０９４４－３２－１０６８
（ダイヤルイン）

添田町


