
平成26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

演題：「ふまじめ介護～介護を通して高齢者の人権を考
える」
講師：田辺　鶴瑛さん（講談師）
映画上映「秋桜の咲く日」

Ｈ２６／１２／４（木）
13:30～（開場13:00）

男女共同参画セン
ター・ムーブ
2階ホール

演題：「世界の女性は今」
講師：大崎　麻子さん
（開発政策・ジェンダー専門家・関西学院大学客員教
授）

Ｈ２６／１２／５（金）
13:30～（開場13:00）

若松市民会館
大ホール

演題：「北朝鮮による拉致の実態と解決策」
講師：飯塚　繁雄さん（北朝鮮による拉致被害者家族連
絡会代表）
映画上映「秋桜の咲く日」

Ｈ２６／１２／５（金）
13:30～（開場13:00）

戸畑市民会館（ウェル
とばた3階）
大ホール

演題：「あした、笑顔になあれ～夜回り先生、こころの授
業」
講師：水谷　修さん（花園大学客員教授）
映画上映「秋桜の咲く日」

Ｈ２６／１２／８（月）
13:30～（開場13:00）

黒崎ひびしんホール
大ホール

演題：「ダウン症の娘（こ）と共に生きて」
講師：金澤　泰子・翔子さん（書家）
映画上映「秋桜の咲く日」

Ｈ２６／１２／９（火）
13:30～（開場13:00）

門司市民会館
大ホール

演題：「視力6.0が見たニッポン」
講師：オスマン・サンコンさん（ギニア共和国大使補佐）
映画上映「秋桜の咲く日」

Ｈ２６／１２／９（火）
13:30～（開場13:00）

八幡市民会館　大ホール

演題：「子どもたちから学んだ人権～京都・弥栄中を取
材して」
講師：林　由紀子さん（毎日新聞社記者）
映画上映「秋桜の咲く日」

Ｈ２６／１２／１０（水）
13:30～（開場13:00）

北九州市立大学
A-101教室

実践報告：花畑校区人権尊重推進協議会
「いのち　夢　そして絆」～歌でつなぐ，地域の輪～
講演：家田荘子さん（作家　高野山真言宗僧侶）

Ｈ２６／１２／４（木）
13：30～16:00

南市民センター

実践報告：福岡市小笹公民館
お・や・さ・いの心を公民館活動の基底に据えて
講演：辛淑玉さん（人材育成技術研究所所長）

Ｈ２６／１２／５（金）
13：30～16:00

中央市民センター

実践報告：原西校区人権尊重推進協議会
みつめ，みとめ，未来を拓く原西人尊協
講演：にしゃんたさん（羽衣国際大学准教授）

Ｈ２６／１２／８（月）
13：30～16:00

西南学院大学チャペル

実践報告：福岡市立東月隈小学校４年生
「子どもが取り組む　みんながやさしい　みんなにやさし
いまちづくり」～ユニバーサルなまち実現プロジェクト
2014～
講演：佐久間レイさん（声優・歌手・脚本家）

Ｈ２６／１２／９（火）
13：30～16:00

博多市民センター

実践報告：福岡市立周船寺小学校ＰＴＡ
親も学ぼう！！～地域の方々と共に～
講演：蓮池薫さん（翻訳家　新潟産業大学経済学部准
教授）

Ｈ２６／１２／９（火）
13：30～16:00

西市民センター

実践報告：福岡市企業同和問題推進協議会
福岡市企業同和問題推進協議会の取り組み
講演：鈴木ひとみさん（パラリンピック日本代表（射撃）
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ啓発講師，エッセイスト）

Ｈ２６／１２／１０（水）
13：30～16:00

東市民センター

実践報告：福岡市城南小学校
城南小学校における人権教育の取り組み
講演：露の新治さん（落語家）

Ｈ２６／１２／１０（水）
13：30～16:00

城南市民センター

大牟田市 第29回　人権フェスティバル

第１部　ハートフルライブ「いのちと夢のコンサート」
出演　弓削田健介さん(放浪の合唱作曲家)
第２部　特別講演
演題：「玲子、しっかり生きています」
講師：徳永玲子さん(タレント)

Ｈ２６／１２／１０（水）
18：30～

大牟田文化会館
人権・同和・男女共同参画課
TEL:0944-41-2611

２０１４市民のつどい

ステージ発表
・久留米聴覚特別支援学校デフボディパーカッションクラ
ブ～体が全部楽器です～
・山本由紀子さん（久留米市聴覚障害者協会　前会長）
・南筑高等学校・生徒会のみなさん

Ｈ２６／１１／２９（土）
13:30～15:30
（開場13:00）

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

２０１４人権フェスタたぬしまる
演題：「生まれてきてくれてありがとう」
講師：monさん

Ｈ２６／１２／１３（土）
9:30～15:00

田主丸複合文化施設
「そよ風ホール」

田主丸総合支所地域振興課
TEL：０９４３－７２－２１１１

２０１４北野地域人権講演会
演題：「やさしく心たくましく」
講師：むかい治英さん

Ｈ２６／１２／９（火）
19:00～21:00

北野公民館
北野総合支所地域振興課
TEL：０９４２－７８－３５５１

２０１４城島地域人権学習会
演題：「人権の世紀に生きる～いのちの根っ子を見つめ
て～」
講師：武末龍泰さん

Ｈ２６／１２／６（土）
13:30～15:30

城島げんきかん
健康フロア

城島総合支所地域振興課
TEL:０９４２－６２－２１１１

２０１４三潴地域人権講演会
演題：「ぬくもりのある人権のまちづくりを目指して」
講師：福永宅司さん

Ｈ２６／１２／１３（土）
19:00～21:00

三潴公民館
多目的ホール

三潴総合支所地域振興課
TEL:０９４２－６４－２３１１

直方市 人権問題講演会
演題：「不思議な「ありがとう」のチカラ」
講師：たけさん（表現画房たけ　代表者）

Ｈ２６／１１／２６（水）
14:00～15:30

ユメニティのおがた
市民・人権同和対策課
人権啓発係
TEL：0949-25-2138

北九州市

久留米市

保健福祉局人権推進セン
ター人権文化推進課
TEL:093-562-5010
FAX：093-562-5150

市民局人権啓発センター
TEL:092-262-8464

人権週間記念講演会

福岡市
第４３回福岡市人権尊重週間
 「人権を尊重する市民の集い」



田川市 人権週間講演会2014

演題：「障害のある人もない人も共に生きる社会を目指
して～障害者権利条約批准後のわたしたちのとりくみ
～」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師：赤松英知さ
ん（きょうされん常務理事）

H２６／１１／２９（土）
13:00～

福岡県立大学　講堂
人権・同和対策課
TEL:0947-44-2000

柳川市 人権を考えるつどい

演題：「心を柔らかくストレッチ（じんけんコンサート）」
講師：佐久間レイさん（声優・歌手・脚本家・エッセイスト）
ピアニスト：佐田詠夢さん
人権擁護委員による人権劇
「あなたの会社はどうですか」

H２６／１２／７（日）
13:30～16:00（予定）
（開場13:00）

三橋公民館　大ホール

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

八女市 スマイルフェスタやめ2014

演題：「がんばらない」けど「あきらめない」～命を支える
ということ～
講師：鎌田實さん
人権の主張　市内小・中学生

Ｈ２６／１２／６(土) おりなす八女
人権・同和教育課
TEL：0943-23-2074

筑後市 第32回人権を考える市民の集い
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（元高校教師・エッセイスト）

Ｈ２６／１２／４(木)
14:00～16:00
（受付13:30）

サザンクス筑後
小ホール

人権・同和教育課
TEL：0942-65-7039

「人権の花」パネル展 「人権の花」パネル展

Ｈ２６／１１／１７（月）
～２１（金）

北朝鮮人権侵害問題啓発週間パネ
ル展

北朝鮮人権侵害問題啓発週間パネル展
Ｈ２６／１２／１０（水）
～１６（火）

人権週間講演会

DVD視聴：あなたの偏見、わたしの差別～人権に気づく
旅～
講演
演題：「性同一性しょうがいと共に生きる子どもを支え
て」
講師：石川直子さん、石川宗さん（特定非営利活動法人
性同一性障害まりあの会理事長・当事者）

Ｈ２６／１１／２６（水）
13:30～（受付13:00）

文化センター小ホール
生涯学習課
TEL:0944-85-5618

人権作品人権パネル展
Ｈ２６／１２／４（木）
～１０（水） コスメイト行橋　ロビー

人権作品入賞者表彰
H２６／１２／６（土）
13:30～14:10

ピーター・フランクル講演会
演題：「２１世紀は人権の世紀になるか？」
講師：ピーター・フランクルさん

H２６／１２／６（土）
14:20～15:50

豊前市 人権講演会
演題：「混迷の時代を生きる「命の重さ」」
講演：江川紹子さん（ジャーナリスト）

Ｈ２６／１１／２９（土）
13:30～（受付13:00）

市民会館大ホール
豊前市人権センター
総務課人権啓発係内

人権週間及び障がい者週間街頭啓発
街頭啓発
人権標語入りタオル配布

Ｈ２６／１２／１（月）
10：30～

ショッパーズモール
各通用口

人権週間及び障がい者週間人権作品展
小中学生人権標語ポスター優秀作品、人権啓発・男女
共同参画川柳、人権の花ひまわりの展示

Ｈ２６／１２／２（火）～
１５（月）
8:30～21:00、
15日のみ15:00まで

中央公民館　ロビー

人権問題講演会
演題：「筑豊産炭地と人々の生活」
講師：安蘇龍生さん

Ｈ２６／１２／９（火）
18:30～（受付18:00）

中央公民館

人権作文発表
H２６／１２／６（土）
13:30～

演題：「マスコミと人権」
講師：大谷昭宏さん（ジャーナリスト）

H２６／１２／６（土）
14:00～

街頭啓発 街頭啓発
Ｈ２６／１２／３（水）
18：00～

西鉄二日市駅・西鉄朝
倉街道駅・ＪＲ二日市駅

人権標語・図画等展示 人権標語・図画等展示

H２６／１１／２７（木）
～１２／１１（木）

生涯学習センター・
各コミュニティセンター・
カミーリア

H２６／１２／１（月）
～１１（木）

市役所１階市民ホール

H２６／１２／１３（土）
～２５（木）

ふれあい文化センター
１階ふれあいプラザ

土曜シアター

映画上映「アントキノイノチ」 H２６／１２／２０（土）
①10:00　②14:00～

ふれあい文化センター
サンホール 文化振興課

TEL:092-584-3366

大野城市 人権週間講演会

演題：「理解しようとすること」
講師：小田哲也さん（特定非営利活動法人箱崎自由学
舎ＥＳＰＥＲＡＮＺＡ・代表）

H２６／１２／４（木）
18:30～20:00

大野城まどかぴあ
多目的ホール

市民部人権男女共同参画課
TEL:092-580-1840

宗像市 人権啓発作品展
児童生徒による人権ポスター・標語の作品展示
障がい者による写真や絵画等の作品展示

H２６／１２／６（土）、７日
（日）
　9：00～17：00

宗像ユリックス
イベントホール前

市民協働・環境部人権対策
課
TEL:0940－36－1270

太宰府市
人権週間街頭啓

「人権週間」、「男女共同参画市民フォーラム（地域人権
啓発活動活性化事業）」及び「北朝鮮拉致人権侵害」の
ＰＲとして、啓発物品を配布

H２６／１２／１（月）
16:30～

ルミエール太宰府店前
広場、西鉄五条駅前広
場、及びマミーズ前広
場

地域健康部　人権政策課
TEL:921-2121（内線443）

行橋市
人権週記念行事・

人権を考える市民のつどい

人権政策課人権政策係
TEL：０９３０－２５－１１１１

（内線１３３２）

人権週間記念講演会

人権パネル展
テーマ「命を守る　～虐待を防ぐために～」

人権政策課
TEL：092-584-1201

中間市
中間市人権センター

TEL:０９３－２４５－３５１１

小郡市

コスメイト行橋

人権パネル展

保健福祉部人権・同和対策
課
TEL：094272-2111（代表）

人権政策課
TEL:092-923-1111

筑紫野市

大川市

市役所庁舎ロビー
福祉事務所福祉係
TEL:0944-85-5532

春日市

文化会館
大ホール



人権作文発表と花鶴小学校によるステージ発表
H２６／１２／７（日）
10:10～10:50

演題：「転んだら、どう起きる？」
講師：宇梶剛士さん H２６／１２／７（日）

10:50～12:10

特別講座
テーマ：「戦争と差別をなくすために」
講師：有馬理恵さん（劇団俳優座所属舞台女優）

H２６／１２／７（日）
13:00～15:00

リーパスプラザ
大会議室

街頭啓発 街頭啓発
Ｈ２６／１２／４（木）
①7:30～②13:30～
③15:30～

①JR福間駅②イオン
モール福津③ルミエー
ル福津店

人権ポスター展 小・中学校並びに高等学校の生徒の作品を展示
H２６／１２／４（木）
～１１（木）

中央公民館

人権講演会
演題：「自分らしく」
講師：吉永みち子さん

H２６／１２／６（土）
13:30～15:00

中央公民館

うきは市 人権フェスティバル
演題：「未定」
講師：渡辺りえこさん

H２６／１２／７（日） 白壁ホール

うきは市教育委員会
人権・同和対策・男女共同参
画推進室
TEL：0943-77-2661

宮若市 人権講演会
演題：「人権が守られるまちづくりをめざして～差別をな
くす心の醸成～」（未定）
講師：大久保博治さん（福岡県講師団講師）

H２６／１２／３（水）
13:30～

マリーホール宮田
保護人権課人権福祉係
TEL：0949-32-0765

嘉麻市 人権週間講演会

演題：「人権文化豊かなまちづくりに向けて」
　　　　～阪神・淡路大震災が教えたもの～
講師：中尾由喜雄さん（全国隣保館連絡協議会　常任
顧問）

Ｈ２６／１２／７（日）
10:15～（開場10:00）

なつき文化ホール
嘉穂隣保館
TEL：0948-57-0032

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
演題：～被災者支援に取り組んで～「防災・災害復興に
女性の視点を」
講師：宗片恵美子さん

H２６／１２／１０（水）
19:00～20：50

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 人権講演会
演題：「いのちのまつり講演会」
講師：草場一嘉さん、副田ひろみさん、弓削田健介さん

H２６／１２／１３（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

映画上映　「折り梅」
H２６／１１／３０（日）
9:20～

福吉公民館

映画上映　「折り梅」
H２６／１１／３０（日）
13:30～

映画上映　「折り梅」
H２６／１２／６（土）
10:00～

前原公民館

映画上映「ペコロスの母に会いに行く」
H２６／１２／６（土）
10:30～

二丈中学校（深江）

映画上映　「折り梅」
H２６／１２／６（土）
13:30～

加布里公民館

映画上映「ペコロスの母に会いに行く」
H２６／１２／６（土）
13:30～

ふれあい（可也）

映画上映「アンダンテ～稲の旋律～」
H２６／１２／７（日）
9:00～

長糸公民館

映画上映　「折り梅」
H２６／１２／７（日）
9:30～

一貴山公民館

映画上映「ペコロスの母に会いに行く」
H２６／１２／７（日）
10:00～

波多江公民館

映画上映「ひまわり」
H２６／１２／７（日）
10:00～

東風公民館

映画上映　「折り梅」
H２６／１２／７（日）
13:30～

雷山公民館

映画上映「ペコロスの母に会いに行く」
H２６／１２／７（日）
13:30～

怡土公民館

映画上映「ひまわり」
H２６／１２／７（日）
13:30～

引津公民館

映画上映「ひまわり」
H２６／１２／７（日）
19:00～

姫島保健福祉館

古賀市 いのち輝くまち☆こが２０１４
古賀市人権センター
TEL:092-942-1128

リーパスプラザ
大ホール

人権・男女共同参画推進課
（TEL:092-332-2075）

及び校区公民館

福津市
人権政策課
TEL:0940-43-8129

糸島市 人権映画祭



映画上映　「折り梅」
H２６／１２／１３（土）
9:30～

南風公民館

映画上映　「折り梅」
H２６／１２／１３（土）
13:30～

前原南公民館

那珂川町 第20回人権フェスタなかがわ2014
人権コーラスや人権劇などのステージ発表、啓発パネ
ルパネル、人権作文・標語・ポスター等の展示、啓発ア
ニメビデオの上映など

H２６／１２／７（日）
9:30～

ミリカローデン那珂川
ふれあいこども館

人権政策課
TEL:092-953-2211（内線
182）

宇美町
一日人権擁護委員の委嘱及び街頭
啓発

街頭啓発 H２６／１２／１（月） 役場周辺 ＪＲ宇美駅前
教育委員会　社会教育課
TEL：092-933-2600
FAX：092-933-2741

篠栗町 人権週間に伴う映画上映会 映画上映　「未定」
Ｈ２６／１２／４（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：「夢と絆」
講師：蓮池薫さん

H２６／１２／７（日）
13:30～15:50

町民センター大ホール
社会教育課
TEL：092-935-7100

新宮町
第38回人権を尊重する町民のつど
い

未定 H２６／１２／６（土） そぴあしんぐう 総務課人権推進室

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

H２６／１２／７（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 第１６回芦屋町人権まつり 未定
H２６／１２／６（土）
9:00～15:00（予定）

芦屋町町民会館
生涯学習課社会教育係
TEL:093-23-3546

水巻町 第9回世代間交流発表会
発表：人権作文（中学生）など7組
アトラクション:フラダンス、保育園児の楽器演奏など

H２６／１２／６（土）
10:00～12:00

中央公民館　大ホール
生涯学習課人権係
TEL:093-201-4321

人権アピール「命」
内浦小学校５・６年生の児童による合奏、合唱等

H２６／１２／６（土）
13:30～

演題：「私の取材ノートから」
講師：江川紹子さん（ジャーナリスト）

H２６／１２／６（土）
14:15～

遠賀町 人権週間講演会
演題：「笑顔の戦士～生きているって幸せ～」
講師：道志真弓さん（元熊本市人権教育講師、フリーア
ナウンサー、ナレーター）

H２６／１２／１０（水）
19:00～20:35

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：「僕の人生一日一笑」
講師：森裕生さん　（Mr.Handy）

Ｈ２６／１２／４（木）
14:30～（開場14:00）

中央公民館大研修室 税務住民課住民係

鞍手町 人権週間の集い講演会
演題：「自分らしく生きる　～朝鮮舞踊に込める想い～」
講師：金　妙穂（キム　ミョス）さん（福岡朝鮮歌舞団　団
長）

H２６／１２／１（月）
14:00～

中央公民館　第１研修
室

教育課　社会教育班
TEL:0949-42-7200

桂川町 人権パネル展 人権パネル展
H２６／１２／４（木）
～１０（水）

役場　１階ロビー
桂川町人権センター
ＴＥＬ：０９４８－６５－１１８７

筑前町 人権フェスタ２０１４ ステージ発表、講演、作品展示、バザー
H２６／１２／７（日）
9:30～14：00

筑前町めくばーる
生涯学習課
TEL:0946-24-8762

東峰村 人権教育講演会
演題：「　　未定　　」
講師：黒田可奈子さん（NPO法人子どもとメディア事務
局長）

H２６／１２／４（木）
19:30～21：00

保健福祉センターいず
み館（多目的ホール）

住民福祉課
TEL：０９４６－７２－２３１１

大刀洗町 人権講演会
mon（モン）さんのトーク＆コンサート
　～生まれてきてくれてありがとう～

H２６／１２／７（日）
14:00～（開場13:30）

大刀洗
ドリームセンター

生涯学習課
TEL:0942-77-2670

街頭啓発 街頭啓発 H２６／１２／４（木） イオン大木店駐車場

人権週間の集い
演題：「家庭・地域で人権を考える」
講師：安河内興二さん
小学生による人権作文の発表

H２６／１２／１０（水）
13:30～16:00

こっぽーっとホール

テーマ：「一人一人が大切にされる共生社会を目指して
～思いを伝え、思いを知り、お互いの立場で考える～」
講師：後藤宏さん（柳河特別支援学校教諭）

H２６／１１／６（木）
19:30～21:00

テーマ：「たったひとつの命だから」
講師：富田優子さん（ワンライフ　プロゼクト代表）

H２６／１１／１３（木）
19:30～21:00

テーマ：「ひとりひとりのいのち」
講師：蒲池承英さん（中広川保育園園長）

H２６／１１／２７（木）
19:30～21:00

心をつなぐ“ひろか和”の集い 広川中学校和楽器部「蕾桜」による和太鼓の演奏
H２６／１２／６（土）
13:10～

町民交流センター（いこっ
と）

２階大研修室

広川町教育委員会
人権同和教育係
TEL：0943-32-0093（内線
313）

人権講演会（人権フェスタ）

ヒューマン・アルカディア
「ひろかわ」セミナー

教育委員会生涯学習課岡垣町

大木町

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

広川町

サンリーアイ
ハミングホール

保健・福祉センター
（はなやぎの里）



演題：「誰かがあなたを必要としている～すべての人生
には目的がある～」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師：
市岡裕子さん（ゴスペル歌手）

H２６／１２／６（土）
13:30～

香春町 人権啓発講演会

演題：「スポーツ界で大切にされるもの　～思いやりをこ
とばに載せて～」
講師：山本 浩さん（法政大学スポーツ健康学部教授、
元ＮＨＫ解説委員/アナウンサー）

H２６／１２／８（月）
19:00～（開場18:30）

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
ＦＡＸ：０９４７－３２－４８１５

町内街頭啓発・町内職場啓発

演題：未定
講師：未定

糸田町 人権講演会 未定 H２６／１２／９（火）予定 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：「「男女共同参画」ってなに？それって大事なこ
と？」
講師：中嶋玲子さん

H２６／１１／１８（火）
①15:00～②19：00～

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

大任町 人権講演会
演題：「スマホ社会の子どもたち～現状と対応～」
講師：稗田佳子さん（NPO法人子どもとメディア　公式イ
ンストラクター　）

H２６／１２／４（木） 公民館３階講堂
社会教育係
TEL:0947-63-2242
FAX:0947-63-4356

赤村 人権問題講演会
演題：「ハートで挑戦！自己解放への道」
講師：川口泰司さん（山口県人権啓発センター事務局
長）

H２６／１２／９（火）
住民センター
大ホール

人権・同和対策室
TEL:0947-62-3000

福智町 人権週間講演会
演題：「一人ひとりの人権が尊重される男女共同参画社
会の実現」
講師：中嶋　玲子さん（福岡県人権問題講師団講師）

H２６／１１／１２（水）
19：00～

地域交流センター

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

苅田町小中学校人権作品表彰式
H２６／１２／１４（日）
12:30～13：30

演題：「ファ！はファイトのファ～ペギー葉山の介護日記
～」
講師：ペギー葉山さん（歌手）

H２６／１２／１４（日）
14:00～15：10

みやこ町 人権のつどい

みやこ町立小学校児童・中学校生徒の人権作品の展
示、優秀作品の表彰
講演会
演題：「自分らしさを大切に生きる」
講師：海原純子さん

Ｈ２６／１２／６（土）
13:00～（受付12:30）

サングレートみやこ
（ホール）

人権男女共同参画課
ＴＥＬ：0930-33-3111

吉富町 人権講演会 未定
Ｈ２６／１２／９（火）
13:30～

吉富フォーユー会館 吉富町教育委員会

上毛町 人権講演会
演題：「すごくあたりまえの男女共同参画論」
講師　ダニエル・カールさん（山形弁研究家）

H２６／１２／６（土）
13:30～15:10

げんきの杜
多目的ホール

住民課　住民福祉係
TEL：0979-72-3111（内線
142）

街頭啓発 街頭啓発
H２６／１２／４（木） JR椎田駅・築城駅、メタ

セの杜、ルミエール椎
田店

人権講演会
演題：「女（ひと）と男（ひと）、笑いでコミュニケーション」
講師：桂あやめさん（落語家）

H２６／１２／７（日）
13:00～（開場12:30）

築上町文化会館コマー
レ

人権メッセージ２０１４

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

添田町内主要箇所人権擁護啓発強調月間

築上町
人権課築城人権センター

TEL：０９３０－５２－１８２２

苅田町

総務課
人権・男女共同参画推進担
当
ＴＥＬ：093-434-1958

Ｈ２６／１２／１（月）
～３１（水）

中央公民館

添田町

（はなやぎの里）
３階多目的ホール


