
平成27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 Ｈ２７/７/１（水） 小倉駅ほか各区

同和問題啓発強調月間・講演会
講演会　　演題：「差別と向き合うマンガたち～マンガから社会と偏見の関係を考える～」
講師：吉村　和真さん
映画上映：「あなたに伝えたいこと」

Ｈ２７/７/１４（火）
１３：３０～１６：００

男女共同参画センター「ムーブ」

東区人権セミナー

演題：「文化としての人権を考える」
Ｈ２７/６/２４（水）～Ｈ２７/７/８（水）
全３回

東市民センター　３階ホール
東区生涯学習推進課
ＴＥＬ：０９２－６４５－１１４４
ＦＡＸ：０９２－６４５－１０４２

早良区人権を考えるつどい

親子デュオ　フラットワールド　トーク＆コンサート
「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～」
出演：フラットワールド

Ｈ２７/７/９（木）
１４：００～１５：３０
（開場１３：３０）

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
ＦＡＸ：０９２－８５１－２６８０

同和問題を考える人形劇　人権ひと
り芝居「ＨＩＫＡＲＩ’１５」

人権ひとり芝居：「何も変わらない？何が変わった？今、青年が問いかける」
出演：福永　宅司さん

Ｈ２７/７/９（木）
１９：００～（開場１８：３０）

あいれふホール
福岡市人権啓発センター
ＴＥＬ：０９２－７１７－１２３７
ＦＡＸ：０９２－７２４－５１６２

城南区人権を考えるつどい

「かかわらなければ～沢知恵ピアノ弾き語りコンサート～」
出演：沢　知恵さん Ｈ２７/７/１０（金）

１４：００～１５：３０
（開場１３：３０）

城南市民センターホール２階
城南区役所生涯学習推進課
ＴＥＬ：０９２－８３３－４０４４
ＦＡＸ：０９２－８３３－４０４５

西区人権を考えるつどい

ピアニスト水上裕子によるトーク＆コンサート
「愛と平和のストーリー～ヨーロッパ冷戦の雪解けと銃火の中で～」
出演：水上　裕子さん

Ｈ２７/７/１１（土）
１４：００～１６：００

福岡市西市民センターホール
西区生涯学習推進課
ＴＥＬ：０９２－８９１－７０２１
ＦＡＸ：０９２－８９１－０５０３

博多区人権を考えるつどい

ピュアハートコンサート
「～こころにえがおを～」
出演：ピュアハート

Ｈ２７/７/２４（金）
１３：３０～１５：００
（開場１３：００）

博多市民センターホール
博多区役所　生涯学習推進課
ＴＥＬ：０９２－４１９－１０２５
ＦＡＸ：０９２－４１９－１０２９

人権・同和教育講演会
講演会　演題：「ぬくもりある人権の町づくり～身近な人権問題について考えてみませんか～」
講師：池　勝さん

Ｈ２７/７/１１（土）
１４：００～

イオンモール大牟田２階
（イオンホール）

街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２７/７/１（水）
大牟田駅東口、ゆめタウン大牟
田

同和問題講演会
講演会　演題：「水俣病と部落差別の構造」
講師：河野　潤一郎さん、組坂　幸喜さん

Ｈ２７/７/５（日）
１４：００～１６：００

久留米市民会館
大ホール

城島人権・同和問題講演会
講演会　演題：「人権が尊重される社会を目指して」
講師：岩本　広輝さん

Ｈ２７/７/７（火）
１３：３０～

城島げんきかん

北野人権・同和問題講演会
講演会　演題：「あなたが幸せに生きるために」
講師：堀内　忠さん

Ｈ２７/７/８（水）
１８：３０～

北野生涯学習センター

田主丸地域　同和問題講演会
講演会　演題：「たくさんの出会いを通して、今、私にできることは」
講師：綾部　章子さん

Ｈ２７/７/１０（金）
１９：３０～

そよ風ホール

三潴人権・同和問題講演会
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

Ｈ２７/７/１６（木）
１０：００～

三潴生涯学習センター

直方市 同和問題講演会
講演会　演題：「私が変わるために」
講師：橋津　和寛さん（講師団講師）

Ｈ２７/７/２９（水） ユメニティのおがた
市民・人権同和対策課
ＴＥＬ：０９４９－２５－２１０５

Ｈ２７/７/４（土）
１４：００～

穂波公民館

Ｈ２７/７/４（土）
１９：００～

筑穂公民館

Ｈ２７/７/１０（金）
１０：００～

幸袋公民館

Ｈ２７/７/１０（金）
１３：３０～

菰田公民館

Ｈ２７/７/１６（木）
１０：００～

鯰田公民館

Ｈ２７/７/１６（木）
１３：３０～

飯塚東公民館

Ｈ２７/７/１６（木）
１９：００～

庄内公民館（別館）
（旧　庄内生涯学習交流館）

Ｈ２７/７/２７（月）
１０：００～

立岩公民館

Ｈ２７/７/２７（月）
１３：３０～

鎮西公民館

Ｈ２７/７/２７（月）
１９：００～

頴田公民館

Ｈ２７/７/３０（木）
１０：００～

飯塚公民館

Ｈ２７/７/３０（木）
１３：３０～

二瀬公民館

街頭啓発 街頭啓発
Ｈ２７/７/７（火）
１０：００～

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

街頭啓発 啓発ティッシュ等の配布
Ｈ２７/７/８（水）
１５：３０～

市内５ヵ所
人権・同和対策課
ＴＥＬ：０９４７－４４－２０００
（内線３１６、３１７）

同和問題啓発強調月間講演会
講演会　演題：「いのちを食べて　いのちは生きる」
講師：纐纈　あやさん（映画監督）

Ｈ２７/７/１１（土）
１４：００～

田川青少年文化ホール
人権・同和対策課
ＴＥＬ：０９４７－４４－２０００
（内線３１６、３１７）

柳川市 柳川市人権・同和教育夏期講座
演題：「誇りを持って生きる」
講師：宮内　礼司さん

Ｈ２７/７/４（土）
１４：００～

柳川市立三橋公民館

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

街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２７/７/１（水）

ゆめタウン八女店、トライアル八
女店、マルキョウ八女店、マック
スバリュ本村店、Ａコープ八女
店、べんがら村、アスタラビスタ
黒木店、Ａコープ黒木店、道の
駅たちばな、八女市役所上陽支
所、星野支所前、石川内バス停
前（矢部）

人権のまちづくり２０１５　講演会
講演会　演題：「心豊かに生きるために」
講師：香山　リカさん

Ｈ２７/７/４（土） おりなす八女

人権のまちづくり市民の集い２０１５ 映画上映：「小野寺の弟　小野寺の姉　」 Ｈ２７/７/１８（土） 黒木開発センター

筑後市 第３４回筑後市人権啓発推進大会
人権コンサート　出演：冨永　裕輔さん（シンガーソングライター、北九州市文化大使）
講演会　演題：「部落差別を超えて～取材ノートから～」
講師：臼井　敏男さん（元朝日新聞論説委員）

Ｈ２７/７/２３（木）
１４：００～１６：３０

サザンクス筑後　小ホール
人権・同和教育課
ＴＥＬ：０９４２－６５－７０３９

大牟田市 大牟田市人権・同和・男女共同参画課
ＴＥＬ：０９４４－４１－２６１１

久留米市 久留米市人権啓発センター
ＴＥＬ：０９４２－３０－７５００

同和問題啓発強調月間　講演会
講演会　演題：「博多にわかで学ぶ人権問題」
講師：松崎　真治（まつざき　しんじ）さん

北九州市

福岡市

人権同和対策課
ＴＥＬ：０９４８－２２－５５００（内線１３２７）
立岩会館
ＴＥＬ：０９４８－２６－１１７８

飯塚市

田川市

八女市 人権・同和政策課
ＴＥＬ：０９４３－２３－１４９０

保健福祉局人権文化推進課
ＴＥＬ：０９３－５６２－５０１０



街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２７/７/１（水）
ゆめタウン大川店、ルミエール
大川店、江頭エーザイ本店

人権を考えるつどいin大川
映画上映（午前の部）：「アニメーション映画　ハルのふえ・アンパンマンが生まれた日」
映画上映（午後の部）：「折り梅」

Ｈ２７/８/１（土）
（午前の部）１０：３０～
（午後の部）１４：００～

大川市文化センター小ホール

行橋市 人権・同和問題啓発強調月間記念
行事

講演会　演題：「夢と人～子どもたちの明るい未来のために～」
講師：下地　敏雄さん（教育アドバイザー）

Ｈ２７/７/１１（土）
１３：３０～１５：４０（開場１３：００）

コスメイト行橋
人権政策課
ＴＥＬ：０９３０－２５－１１１１（内線１３３２）

街頭啓発 街頭啓発
Ｈ２７/７/３（金）
①７：００～
②１７：００～

①JR宇島、豊前松江、三毛門駅
②市内のスーパー等

講演会
講演会　演題：「部落問題と向き合う私たち」
講師：石井　眞澄さん、石井　千晶さん

Ｈ２７/７/１８（土）
１３：００～（開場１２：３０）

豊前市市民会館大ホール

中間市 第３回中間市人権フェスティバル

【第１部】　文化交流（九州朝鮮中高級学校による民族舞踊等）
【第２部】　講演会　演題：「人の世に熱と光を」
　　　　　講師：清原　隆宣さん（奈良県西光寺住職）
【人権作品展示】　人権ポスターや標語の展示

Ｈ２７/７/２５（土）
（第１部）１５：００～１７：００
（第２部）１８：００～２０：００
（人権作品展示）１５：００～１８：００

なかまハーモニーホール
大ホール、展示室等

中間市人権センター
ＴＥＬ：０９３－２４５－３５１１

小郡市 小郡市同和問題市民講演会
演題：「輝け人権！」～格差社会と差別～
講師：鎌田　慧さん（ルポライター）

Ｈ２７/７/１１（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：０９４２－７２－２１１１（内線５３２）

筑紫野市 筑紫野市同和問題講演会
演題：「心の窓を少し拓いて　～好感、共感、親近感が人権力を育む～
講師：明石　一朗（あかし　いちろう）さん（関西外国語大学教授）

Ｈ２７/７/２５（土）
１３：００～１５：００（受付１２：３０～）

筑紫野市文化会館　大ホール
教務課
ＴＥＬ：０９２－９２３－１１１１）

Ｈ２７/７/１（水）～７/２０（月）
※休館日、閉庁日を除く

ふれあい文化センター
１階ふれあいプラザ

Ｈ２７/７/２２（水）～３１（金）
※休館日、閉庁日を除く

春日市役所　市民ホール

街頭啓発 街頭啓発
Ｈ２７/７/１（水）
１７：３０～※雨天の場合は、７月３
日（金）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 Ｈ２７/７/１（水）～１０（金）
大野城まどかぴあ１階ギャラリー
モール

テーマ：「障がい者問題を考える」 Ｈ２７/７/７（火） 南コミュニティセンター

テーマ：「子ども問題を考える」 Ｈ２７/７/９（木） 東コミュニティセンター

テーマ：「高齢者問題を考える」 Ｈ２７/７/１４（火） 中央コミュニティセンター

テーマ：「同和問題を考える」 Ｈ２７/７/１６（木） 北コミュニティセンター

街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２７/７/１（水） 市内事業所（７ヵ所）

講演会
講演会　演題：「新ちゃんのお笑い人権講座　今から ここから 自分から」
講師：露の　新治さん

Ｈ２７/７/１７（金）
宗像ユリックス　ハーモニーホー
ル

太宰府市 市民講演会

第１部　コンサート　曲目：「未定」　演奏：太宰府市民吹奏楽団
第２部　講演会　演題：「人の世に熱と光を！」
　　　　　講師：清原　隆宣さん（西光寺住職）

Ｈ２７/７/２５（土）
１０：００～１２：００

プラム・カルコア太宰府（中央公
民館）市民ホール

人権政策課
ＴＥＬ：０９２－９２１－２１２１

古賀市 第３５回　古賀市同和問題を考える
市民のつどい

演題：「橋はかかる　～被差別部落に生まれ育って～」
講師：村崎　太郎（むらさき　たろう）さん

Ｈ２７/７/４（土）
１０：３０～（開場１０：００）

古賀北中学校体育館
人権センターＷｉｔｈ（ウィズ）
ＴＥＬ：０９２－９４２－１１２８

福津市 街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２７/７/１（水）
ＪＲ福間駅、レガネット福津店、
ルミエール福津店

人権政策課
ＴＥＬ：０９４０－４３－８１２９

うきは市 うきは市同和問題啓発強調月間講
演会

講演会　演題：「母娘で問うた部落差別」
講師：坂田　かおりさん

Ｈ２７/７/９（木）
１９：３０～

白壁ホール
人権・同和対策室
ＴＥＬ：０９４３－７５－４９８４

宮若市 「心温まる話を伝えたい」～あらゆる
差別解放の第一歩として～

詩の朗読、歌、一人芝居等
出演：ハート降るここのえ

Ｈ２７/７/２１（火）
１０：００～１２：００（開場９：３０）

若宮コミュニティセンター
「ハートフル」

社会教育課　社会教育係
ＴＥＬ：０９４９－３２－３２１０

嘉麻市 一人芝居
演題：「釈迦内柩唄　差別と戦争をなくすために～おしばいとおはなし～」
出演：有馬　理恵さん（劇団俳優座）
演出：米倉斉加年さん（劇団俳優座）

Ｈ２７/７/１１（土）
１０：３０～（開場１０：００）

なつき文化ホール
嘉麻市嘉穂隣保館
ＴＥＬ：０９４８－５７－００３２

朝倉市 朝倉市同和問題啓発強調月間講演
会

講演会　演題：「お互いに学び出会いを大切に」
Ｈ２７/７/９（木）
１９：００～２１：００

ピーポート甘木　大ホール
人権・同和対策課
ＴＥＬ：０９４６－５２－１１７４

写真展 Ｈ２７/７/１（水）～２９（水） まいピア高田ホワイエ

講演会
Ｈ２７/７/２９（水）
１８：３０～

まいピア高田多目的ホール

糸島市 同和問題啓発強調月間　中央講演
会

講演会　演題：「人の世に熱と光を！」
講師：清原　隆宣さん（西光寺　住職）

Ｈ２７/７/１１（土）
１３：３０～

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
那珂川町同和問題講演会
すべての人の人権を大切にする住
民の集い

演題：「人権尊重と差別のない豊かな社会をめざして」
講師：薮本　雅子さん（元　日本テレビアナウンサー）

Ｈ２７/７/２６日（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）

街頭啓発 街頭啓発 宇美町役場周辺

宇美町人権問題啓発講演会
講演会　演題：「子どもたちの幸せのために～ＳＯＳ相談からの学び～」
講師：田尻　由貴子さん（スタディライフ熊本特別顧問　元慈恵病院相談役）

宇美町中央公民館　大ホール

篠栗町 社会を明るくする町づくり講演会
講演会　演題：「あなたの未来を変えませんか？～誰とでも心を通わせることができる７つの法則～」
講師：メンタリストＤａｉＧＯさん

Ｈ２７/７/１（水）
１９：００～

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
講演会　演題：「明日ある君へ～知覧特攻物語～」
講師：桂　春蝶（落語家）

Ｈ２７/７/５（日）
１３：３０～

志免町町民センター　大ホール
社会教育課
ＴＥＬ：０９２－９３５－７１００

須恵町 同和問題強調月間、社会を明るくす
る運動強調月間　記念上映会

映画上映：「ペコロスの母に会いに行く」
Ｈ２７/７/１９（日）
①１０：００～
②１４：００～

アザレアホール須恵
社会教育課
ＴＥＬ：０９２－９３４－００３０

新宮町 三月間　町民のつどい
講演会　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～」
講師：有馬　理恵さん（劇団俳優座所属舞台女優）

Ｈ２７/７/４（土）
１０：００～

そぴあしんぐう　大ホール
社会教育課
ＴＥＬ：０９２－９６２－５１１１

久山町 久山町人権・同和問題講演会
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

Ｈ２７/７/２８（火）
１９：３０～（受付１９：００）

レスポアール久山　欅ホール
久山町役場
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）

講演会　演題：「青少年、地域での立ち直り支援」
講師：野口　義弘さん（福岡県協力雇用主会　会長）

Ｈ２７/７/１２（日）
１３：３０～

粕屋町生涯学習センター
社会教育課
ＴＥＬ：０９２－９３８－１４１０

芦屋町 芦屋町人権講演会
講演会　演題：「いのちをみつめて～お芝居とおはなし～」
講師：有馬　理恵さん

Ｈ２７/７/１０（金）
１９：００～２０：３０

芦屋町町民会館
生涯学習課　社会教育係
ＴＥＬ：０９３－２２３－３５４６

総務課　人権啓発係（豊前市人権セン
ター）
ＴＥＬ：０９７９－８２－１１１１（代表）

豊前市

宗像市 人権対策課
ＴＥＬ：０９４０－３６－１２７０

大野城市 人権男女共同参画課
ＴＥＬ：０９２－５８０－１８４０

コミュニティ別人権・同和問題研修
会

みやま市 社会教育課　人権・同和教育係
ＴＥＬ：０９４４－３２－９１８０

春日市

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

テーマ「ペシャワール会　中村　哲　医師」

人権パネル展

人権パネル展
テーマ：「識字：すべての人に教育を」

人権政策課
ＴＥＬ：０９２－５８４－１２０１

宇美町 Ｈ２７/７/４（土）

大川市
福祉事務所福祉係
ＴＥＬ：０９４４－８５－５５３２



街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２７/７/１（水） 町内駅前等

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）

Ｈ２７/７/７（火）
１４：００～１５：３０（開場１３：３０）

中央公民館　　大ホール

街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２７/６/２３（火）
（午前）金融機関
（午後）ＪＲ海老津駅、商業施設
等

岡垣町人権教育推進協議会第４０
回総会

演題：「みんなで支えあうまちに～認知症の理解「認知症になる脳・ならない脳」～」
講師：長谷川　嘉哉さん（医療法人ブレイン　土岐内科クリニック理事長）

Ｈ２７/６/２７（土） 岡垣町中央公民館　大会議室

街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２７/７/１（水）
町内駅前、ゆめタウン遠賀店、
ルミエール遠賀店

映画上映 映画上映：「ペコロスの母に会いに行く」 Ｈ２７/７/１４（火） 遠賀町　中央公民館

小竹町 小竹町人権講演会
講演会　演題：「男ってなぁに？女ってなぁに？～性の多様性に気づいて暮らす～」
講師：ＮＰＯ法人ＬＧＢＴの家族と友人をつなぐ会　理事　中島　みつこさん

Ｈ２７/７/９（木）
１４：００～

小竹町中央公民館大研修室
総務課人権係
ＴＥＬ：０９４９６－２－１２１２

街頭啓発 街頭啓発

Ｈ２７/７/１４（火）
①７：２０～
②９：００～
③１０：００～
④１７：３０～

①鞍手駅前
②サングリーン鞍手前
③スーパー川食前、厳流市場
前、西日本シティ銀行前
④鞍手駅前、スーパー川食前、
厳流市場前

講演会
講演会　演題：「心温まる話を伝えたい」～あらゆる差別解放の第一歩として～
講師：ハート降るここのえ

Ｈ２７/７/２１（火）
１４：００～

鞍手町中央公民館　第１研修室

桂川町 桂川町市民講座「人権講演会」
講演会　演題：「橋はかかる～差別の無い世の中を目指して～」
講師：村崎　太郎さん（猿まわし師）

Ｈ２７/７/５（日）
１０：００～（受付９：３０）

桂川町住民センター　大ホール
人権センター
ＴＥＬ：０９４８－６５－１１８７

筑前町 映画「ある精肉店のはなし」映画監
督講演会

講演会　演題：「いのちを食べて　いのちは生きる」
講師：纐纈　あやさん（映画監督）

Ｈ２７/７/２４（金）
１９：００～

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
講演会　演題：「差別をしない」～「差別をなくす」へ
講師：農中　茂徳さん

Ｈ２７/７/３（金） 小石原公民館　大会議室
教育委員会
ＴＥＬ：０９４６－７４－２３１１

街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２７/７/１（水） 町内のスーパー等

人権パネル展 人権パネル展　テーマ「高齢者の人権」 Ｈ２７/７/１（水）～７/１５（水） 大刀洗町ドリームセンター

映画上映 映画上映：「ペコロスの母に会いに行く」
Ｈ２７/７/１１(土）
１３：３０～（開場１３：００）

大刀洗町ドリームセンター

街頭啓発 街頭啓発
Ｈ２７/７/１（水）
１７：００～

イオン大木店駐車場、アスタラビ
スタ大木店駐車場

講演会及び社会を明るくする運動
推進大会

講演会　演題：「差別をなくすために　～私の体験を振り返って～」
講師：中島　一磨さん
啓発ビデオ上映：「二つの道」
大木中学生３名による弁論発表

Ｈ２７/７/２（木）
１３：１５～

こっぽーとホール（町総合体育
館内）

街頭啓発 街頭啓発
Ｈ２７/７/１（水）
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

住民課　人権・同和対策係
ＴＥＬ：０９４３－３２－１１１２

テーマ：「人権同和教育から学んだこと」
講師：塩山　滝司さん（柳川市立中山小学校長）

Ｈ２７/７/９（木）
２０：００～２１：３０

テーマ：「久留米藩の部落の歴史」
講師：堀田　秀茂さん（うきは市立吉井中学校元校長）

Ｈ２７/７/１６（木）
２０：００～２１：３０

テーマ：「部落差別の歴史に学ぶ」
講師：池　勝さん（部落解放同盟福岡市協議会書記長）

Ｈ２７/７/２３（木）
２０：００～２１：３０

香春町 香春町人権啓発講演会
講演会　演題：「人権文化を考える　～福を運んだ人形まわし～」
講師：辻本　一英さん（ＮＰＯ法人ヒューマンネットとくしま理事長・芝原生活文化研究所代表）
人形芝居実演：阿波木偶箱まわし保存会

Ｈ２７/７/１５（水）
１９：００～（開場１８：３０）

香春町町民センター　町民ホー
ル

総務課　人権同和推進係
ＴＥＬ：０９４７－３２－８４０７

街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２７/７/２（木） 詳細未定

人権講演会
講演会　演題：「小さな手のひらコンサート」
講師：渡辺　千賀子さん

Ｈ２７/７/２３（木）
１９：００～（開場１８：３０）

オークホール

糸田町 講演会
講演会　演題：「情報化社会と部落問題」
講師：組坂　幸喜さん

Ｈ２７/７/２２（水）
１９：００～

糸田町文化会館
教育委員会
ＴＥＬ：０９４７－２６－３７８８

川崎町 川崎町同和問題啓発講演会
オペラ歌手が歌うフォークソング　「おはなしコンサート～差別のない社会を作るために～」
出演：渡辺　千賀子さん

Ｈ２７/７/２２（水）
１９：００～

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

街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２７/７/１（水） 町内８ヵ所

人権作品展 町内小中学校から募った作品の展示 Ｈ２７/７/１（水）～３１（金） 大任町役場ロビー

人権コンサート
人権コンサート
出演：ｍｏｎさん（子育てシンガー）

Ｈ２７/７/３（金） レインボーホール

赤村 講演会
講演会　演題：「人権確立社会をめざして～差別の現実を見つめて～」
講師：河西　昭信さん（部落解放同盟田川地区協議会委員長）

Ｈ２７/７/１４（火） 赤村住民センター　大ホール
教務課　社会教育係
ＴＥＬ：０９４７－６２－３００３

企業訪問及び街頭啓発 町内企業啓発及び街頭啓発 Ｈ２７/７/１（水） 町内企業等

講演会
講演会　演題：「差別っていったい何やねん？」
講師：川口　泰司さん（山口県人権啓発センター事務局長）

Ｈ２７/７/１５（水）
１９：００～２１：００

福智町地域交流センター

苅田町 苅田町同和問題啓発強調月間人権
講演会

講演会　演題：「繋ぐ。そして繋がる命」
講師：末次　由美（すえつぐ　ゆみ）さん（ボランティア団体　あいう笑がお　代表）

Ｈ２７/７/２５（土）
１４：００～１５：３０

三原文化会館　大ホール
総務課　人権・男女共同参画推進担当
ＴＥＬ：０９３－４３４－１９５８

街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２７/７/１（水） みやこ町内主要箇所（１２箇所）

人権啓発講演会
講演会　演題：「あなたがいるからがんばれる」
講師：宮村　みつおさん

Ｈ２７/７/１９（日）
１３：００～１５：００

みやこ町豊津公民館

第４回隣保館まつり 歌謡・ダンス発表会、出店等
Ｈ２７/７/１９（日）
１０：００～１２：００

みやこ町豊津隣保館

広川町町民交流センター
２階　大研修室

人権・同和教育係
ＴＥＬ：０９４３－３２－００９３

生涯学習課　社会教育係
ＴＥＬ：０９３－２９３－１２３４（代表）

福智町

みやこ町
人権男女共同参画課
ＴＥＬ：０９３０－３３－３１１１（内線１５１）

添田町 添田町教育委員会
ＴＥＬ：０９４７－８２－５９６４

同和問題啓発強調月間講座
「なるほど人権セミナー」

大刀洗町

大木町

広川町

健康福祉課
ＴＥＬ：０９４２－７７－２２６６

岡垣町

水巻町

遠賀町

大任町 教育課
ＴＥＬ：０９４７－６３－２２４２

人権同和対策課
ＴＥＬ：０９４７－２２－７７６４

生涯学習課
ＴＥＬ：０９３－２８２－１２１１（代表）

税務町民課
ＴＥＬ：０９４４－３２－１０６８

生涯学習課　人権係
ＴＥＬ：０９３－２０１－０４０１

鞍手町 教育課生涯学習係
ＴＥＬ：０９４９－４２－７２００



街頭啓発 啓発ティッシュの配布 Ｈ２７/７/１（水）
ＪＲ椎田駅・築城駅、メタセの杜、
ルミエール椎田店

人権課　築城人権センター
ＴＥＬ：０９３０－５２－１８２２

街頭啓発 街頭啓発 未定 未定

同和問題啓発強調月間講演会
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（ヒューマンバンド「熱と光」代表）

Ｈ２７/７/１２（日）
１３：００～１５：００

築上町文化会館コマーレ

上毛町

講演会
講演会　演題：「一人ひとりの人権が尊重される社会を目指して」
講師：中嶋　玲子さん

H２７/７/２３（木） 吉富フォーユー会館

築上町

住民課　住民福祉係
ＴＥＬ：０９７９－７２－３１１１
（内線１４２）

吉富町 住民課
ＴＥＬ：０９７９－２４－１１２４


