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・　講演　演題：「家族の絆」
　　　　　  講師：平野　フミ子さん（北朝鮮による拉致被害者家族連絡会）
・　映画上映：「ボクとガク　あの夏のものがたり」

Ｈ２７/１２/４（金）
１３：３０～
（開場１３：００）

北九州国際会議場

・　講演　演題：「スポーツから考える障害の未来」
　　　   　　講師：為末　大さん（一般社団法人アスリートソサエティ代表理事）
・　映画上映：「ボクとガク　あの夏のものがたり」

Ｈ２７/１２/７（月）
１３：３０～
（開場１３：００）

若松市民会館

・  講演　演題：「インターネットと人権」
　　　　　講師：安川　雅史さん（全国webカウンセリング協議会理事長）
  ・映画上映：「ボクとガク　あの夏のものがたり」

Ｈ２７/１２/８（火）
１３：３０～
（開場１３：００）

北九州市立大学

・  講演　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）
・  映画上映：「ボクとガク　あの夏のものがたり」

Ｈ２７/１２/８（火）
１３：３０～
（開場１３：００）

戸畑市民会館（ウェルとばた　３階）

・  講演　演題：「介護に疲弊する家族の現場から～変わる家族と福祉の視点」
　　　　  　講師：久田　恵さん（ノンフィクション作家）
・  映画上映：「ボクとガク　あの夏のものがたり」

Ｈ２７/１２/９（水）
１３：３０～
（開場１３：００）

八幡市民会館

・  講演　演題：「いじめって何ですか？～いじめに対する大人の認識を考える」
　　　　  　講師：小森　美登里さん（ＮＰＯ法人ジェントルハートプロジェクト理事）
  ・映画上映：「ボクとガク　あの夏のものがたり」

H２７/１２/１０（木）
１３：３０～
（開場１３：００）

門司市民会館

・　講演　演題：「同性パートナーと生きる～ＬＧＢＴって何だろう？」
　　　　  　講師：東　小雪さん（元タカラジェンヌＬＧＢＴアクティビスト）
・　映画上映：「ボクとガク　あの夏のものがたり」

H２７/１２/１０（木）
１３：３０～
（開場１３：００）

黒崎ひびしんホール

・　実践報告：金武校区人権尊重推進協議会　「通学合宿　～家族になった４日間～」
・　講演：演題：　「子どもたちに学んだ人権～京都・弥栄中を取材して～」
　　　　  　講師：林　由紀子さん（毎日新聞社報道部記者）

Ｈ２７／１２／４（金）
１３：３０～１６：００

西市民センター

・  実践報告：さわら南よかとこネット　「さわら南よかとこネットの取り組み」
・　講演　演題：　「出会いの人生から学んだこと」
　　　　  　講師：菊地　幸夫さん（弁護士）

Ｈ２７／１２／５（土）
１３：３０～１６：００

早良市民センター

・　実践報告：福岡市立春吉小学校
　「福岡市日本語指導拠点校　春吉小の取組～子どもたちが，生き甲斐，やりがいを感じる豊かな人生をおくるために～」
・　鼎談「ヒューマンライツは複数形～記者たちの人権論～」
　　講師：稲積　謙次郎さん（福岡県人権施策推進懇話会会長，元西日本新聞編集局長）
　　　　　　野口　郁子さん（元アミカス館長，元西日本新聞文化部記者）
　　　　　　馬場　周一郎さん（法務省人権擁護委員，元西日本新聞社会部記者）

Ｈ２７／１２／７（月）
１３：３０～１６：００

中央市民センター

・　実践報告：東吉塚小学校・吉塚中学校・東吉塚小学校ＰＴＡ・東吉塚校区人権尊重推進協議会
　　　　　　　「東吉塚校区『共生』～いじめゼロ実現プロジェクトの取り組みから～」
・　講演　演題：「差別と戦争をなくすために」
　　　　　　講師：有馬　理恵さん（俳優）

Ｈ２７／１２／８（火）
１３：２０～１６：００

博多市民センター

・　実践報告：横手公民館・横手校区社会福祉協議会
　　　　　　　「認知症の人と家族を支える横手に～介護劇と座談会から　よこの手カフェへ～」
・　講演　演題：「夢と絆を求めて～翻弄された運命のなかで～」
　　　　　　講師：蓮池　薫さん（翻訳家　新潟産業大学経済学部准教授）

Ｈ２７／１２／８（火）
１３：３０～１６：００

南市民センター

・　実践報告：障がい福祉サービス事業所 葦の家
「地域で暮らす人々とともに歩んできたまちづくり！」～障がい福祉サービス事業所 葦の家の活動を通して～
・　講演　演題：「中村久子伝～生きること，生かされていること～」
　　　　　　講師：一龍斎　春水さん（講談師・声優）

Ｈ２７／１２／９（水）
１３：３０～１６：００

城南市民センター

・　実践報告：福岡市立千早小学校　「千早小学校における人権教育の取り組み」
・　講演　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）

Ｈ２７／１２／１０（木）
１３：３０～１６：００

東市民センター

街頭啓発 街頭啓発 H27/12/4(金) 大牟田駅東口、ゆめタウン大牟田

第30回人権フェスティバル

第1部 コンサート　出演：visions（福岡を拠点に世界で活動する親子ユニット）
第2部 特別講演　テーマ：「優しいマチづくりに向けた気づきについて今、大切なこと」
　　　　　　　　　　　   講師：杉尾秀哉さん（TBSテレビ報道局 解説･専門記者室長）

H27/12/5(土)　18：30開演 大牟田文化会館

2015　市民のつどい
・　人権作品発表
・　屏水校区「人権のまちづくり」推進協議会からの発信

Ｈ27/12/5（土）
13：30開場　14：00開演
16：00終演（予定）

久留米市民会館大ホール
久留米市人権啓発センター
ＴＥＬ：0942-30-7500
ＦＡＸ：0942-30-7501

久留米市人権尊重週間事業2015北
野地域人権講演会

・　講演会　演題：「人権が尊重されるまちをめざして」
　　　　　　　  講師：仲　芳美さん（久留米市啓発・研修講師団講師）
・　人権作品発表
・　人権作品展示

Ｈ27/12/7（月）
18：30～20：30

北野生涯学習センター
北野総合支所　地域振興課
ＴＥＬ：0942-78-3551
ＦＡＸ：0942-78-6482

久留米市人権尊重週間事業2015三
潴地域人権講演会

演題：「ほんとうのこと、ほんとうだと思うこと」
講師：上野　勝旦さん（久留米市啓発・研修講師団講師）

Ｈ27/12/8（火）　19：00～21：00 三潴生涯学習センター
三潴総合支所　地域振興課
ＴＥＬ：0942-64-2311
ＦＡＸ：0942-65-0957

久留米市人権尊重週間事業
第14回　人権フェスタたぬしまる

・　講演  　演題：「普通になりたいと思い続けて・・・・・性同一性しょうがいの子どもを支えて共に生きる」
　　　　　　　講師：石川　直子さん、石川　宗さん（性同一性障害まりあの会）
・　学校・各種団体等ステージ発表
・　校区人権協活動報告
・　人権作品展示等

Ｈ27/12/12（土）　9：30～15：00　（13：20
頃講演）

田主丸そよ風ホール
田主丸総合支所　地域振興課
ＴＥＬ：0943-72-2111
ＦＡＸ：0943-72-3819

久留米市人権尊重週間事業2015城
島地域人権学習会

講演　演題：「共有・共感を求めて・・・～私の生い立ちから～」
　　　　講師：池　勝さん（部落解放同盟福岡市連絡協議会）

Ｈ27/12/12（土）
　13：30～15：30

城島げんきかん
城島総合支所　地域振興課
ＴＥＬ：0942-62-2111
ＦＡＸ：0942-62-3732

直方市 直方市人権問題講演会
演題：「命をみつめて」　～戦後７０年に～
講師：竹中　圭子さん（大刀洗平和記念館朗読「祈りの会」会長） Ｈ２７/１１/２５(水)　14：00～ 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

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

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

北九州市

福岡市
第44回福岡市人権尊重週間「人権
を尊重する市民の集い」

福岡市人権啓発センター
TEL：０９２－７１７－１２３７
FAX：０９２－７２４－５１６２
※南区市民の集いについては、南区生涯学習
推進課まで
TEL：０９２－５５９－５１７２
FAX：０９２－５６２－３８２４

人権週間記念講演会



田川市 人権週間講演会2015
演題 ： 「No Standard ～障がいのある人とない人が共生する社会を目指して～」
講師 ： 副島正純さん（車いすアスリート） Ｈ/27/11/28（土）　14：00～ 福岡県立大学　講堂

田川市役所　人権・同和対策課
ＴＥＬ：０９４７－４４－２０００
 （内線３１６、３１７）

柳川市 人権を考えるつどい

・　アトラクション：人権劇（柳川人権擁護委員協議会）　　「あなたの会社はどうですか！？」
・　講演会　演題：「　～トーク＆コンサート～さらなる一歩を踏み出そう！」
　　　　　　　 講師：立木早絵さん（シンガーソングライター）

Ｈ27/12/12（土）13：30～ 柳川総合保健福祉センター「水の郷」ホール
保健福祉部　人権・同和対策室
ＴＥＬ：０９４４－７７－８５３２

八女市 スマイルフェスタやめ２０１５
・　記念講演　演題：「映画製作から学んだ人権」
 　　　　　　　　　講師：中山　節夫さん（映画監督）
・　人権の主張　出演：市内小・中学生

Ｈ２７/１２/５(土) おりなす八女
人権・同和教育課
ＴＥＬ：０９４３－２３－２０７４

筑後市 第33回人権を考える市民の集い
講演会
演題：「家族の絆～父・坂本　九が伝えたかったこと～」
講師： 大島　花子さん（シンガーソングライター）

Ｈ/27/12/2（水） サザンクス筑後(小ホール）
人権・同和教育課
ＴＥＬ：０９４２－６５－７０３９

大川市 大川市人権週間講演会
演題：「困った子どもではなく、困っている子どもへ」～背景に迫りながら、私たちにできること～
講師：坂口　明夫さん（児童養護施設　甘木山学園支援部長）

Ｈ２７/１２/１（火）　１４：００～ 大川市文化センター小ホール
大川市教育委員会生涯学習課
ＴＥＬ：0944－85－5618

相田みつをさん特設コーナー Ｈ２７/１１/１２（木）～１２/１０（木） 行橋市図書館（コスメイト行橋内）
人権作品人権パネル展 Ｈ２７/１２/４（金）～１２/１０（水） コスメイト行橋　ロビー

平成27年度人権週間記念行事・人
権を考える市民のつどい

【第１部】人権作品表彰・作文発表
【第２部】記念講演　演題：「つまづいたっていいじゃないか　にんげんだもの　～　父　相田みつを　を語る　～」
　　　　　　　　　　 　　　講師：相田　一人さん（相田みつを美術館館長）

Ｈ２７/１２/９（水）
１８：３０～（開場１８時）
【第１部】　１８：３０～１８：５５
【第２部】　１９：００～２０：３０

コスメイト行橋

豊前市 人権講演会
演題：「ヘイト・スピーチ」とは何か
講師：師岡康子さん(弁護士)

Ｈ２７/11/28日(土)
開場・受付　12:30～
開演　13:00～

豊前市市民会館大ホール
豊前市役所総務課
人権啓発係内　豊前市人権センター事務局
ＴＥＬ：０９７９－８２－１１１１(内線１５１０)

人権週間及び障がい者週間街頭啓
発

街頭啓発
Ｈ２７/１２/８日（火）
１０：３０～

イオンなかま店
中間市人権男女共同参画課
ＴＥＬ：０９３－２４５－３５１１

人権問題講演会
演題：猿舞座 「猿回しと講演」
講師：筑豊　大介さん

Ｈ２７/１２/８（火）
１８：１５～２０：００
 （１７：４０受付開始）

中間市中央公民館
中間市中央公民館
ＴＥＬ：０９３－２４６－２３２１

小郡市 人権週間記念講演会

演題：「社会を強くする工夫」
講師：姜尚中さん（東京大学名誉教授）

Ｈ２７/１２/６（日）
１３：００～　開場
１３：３０～　開会、人権作文発表
１４：００～　講演会

小郡市文化会館大ホール
小郡市保健福祉部人権・同和対策課
 ＴＥＬ：０９４２－７２－２１１１（代表）

筑紫野市
平成２７年度人権週間における啓発
事業

・　街頭啓発
・　人権標語・図画等展示

Ｈ２７/１１/２８（土）～Ｈ２７/１２/１０（木）
街頭啓発：西鉄二日市駅･西鉄朝倉街道駅
人権標語・図画等展示：生涯学習センター･各コミュニ
ティセンター・カミーリヤ

人権政策課
ＴＥＬ：０９２－９２３－１１１１

春日市 人権パネル展

展示パネル
「子どもの人権を考える～児童の権利に関する条約　国連採択25年～」

Ｈ２７/１１/３０（月）～１２/１０（木）、１２/
１２（土）～１２/２４（木）
※閉庁日、休館日をのぞく

１１/３０～１２/１０　春日市役所　市民ホール
１２/１２～１２/２４　春日市ふれあい文化センター　ふれ
あいプラザ

人権政策課
ＴＥＬ：０９２－５８４－１２０１

平成27年度 大野城市人権週間講
演会

【第１部】中学生被災地派遣研修報告
【第２部】ｳﾞｧｲｵﾘﾝ演奏と歌による人権講演ﾗｲﾌﾞ
　　　　　　「心の握手」　（講師・演奏 ： 増田 太郎 さん）

Ｈ２７/１２/９（水）
１８：３０～２０：００

大野城まどかぴあ（大野城市曙町２－３－１）　大ホー
ル

人権パネル展 人権パネル展 Ｈ２７/１２/７（月）～９日（水）
大野城まどかぴあ（大野城市曙町２－３－１）　ギャラ
リーモール

宗像市 人権啓発作品展 人権啓発作品展 Ｈ２７/１２/５（土）、６（日） 宗像ユリックスイベントホール前
宗像市人権対策課
ＴＥＬ：０９４０－３６－１２７０

太宰府市 人権週間街頭啓発 「人権週間」、「男女共同参画市民フォーラム」、「北朝鮮拉致人権侵害」のＰＲとして、啓発物品を配布。 Ｈ２７/１２/１（火）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

人権政策課
ＴＥＬ：０９２－９２１－２１２１

街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２７/１２/１（火）～１２/４（金） 市内商業施設（５ヵ所）、市内ＪＲ駅（３ヵ所）で行う。

いのち輝くまち☆こが２０１５

【午前の部】
・　人権作文発表
・　講演　演題：「キッチンからはじまる家族の絆」
 　　　　　 講師：コウケンテツさん（料理研究家）
・　舞の里小学校によるステージ発表
【午後の部】
・　実践報告
　　①第１分科会　　予防健診課、鹿部保育所、海津木苑、まんま実～や
                       テーマ：「いただきます」で元気な体をつくろう～しっかり食べて、すっきりうんち～
　　②第２分科会　千鳥小学校・古賀中学校
                        テーマ：「地域や仲間との交流を通した小・中学校のキャリア教育～情緒的・社会的に
                                     自立することをめざして～」
　　③第３分科会　古賀東小学校、えんがわくらぶ
                        テーマ：　「つながる」って、温かいね、すてきだね
・　特別講座　（第５回みんなの人権セミナー）
　　テーマ：「竹田の子守唄～名曲に隠された真実～」
 　　講師：藤田　正さん（音楽プロデューサー・音楽評論家）
・　パネル展　テーマ：「地域と企業のつながり」
　　　　　　　　　　 出展：（株）増田桐箱店・トヨタカローラ福岡（株）古賀店

Ｈ２７/１２/６（日）
１０：００～（受付９：３０）

リーパスプラザ
市役所第２庁舎５階・会議室（特別講座）

人権週間街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２７/１２/４（金） ＪＲ福間駅　市内大型商業施設２か所

人権標語・ポスター展
人権標語・ポスター展 Ｈ２７/１２/４～１０　ただし１２/７は除く

（休館日のため）
福津市中央公民館ロビー

人権講演会
演題：「国や人種が違っても」
講師：ダニエル・カールさん（タレント）

Ｈ２７/１２/５（土）
１３：３０～１５:００

福津市中央公民館

うきは市 うきは市人権フェスティバル

・　ステージ：小中学生による合唱等
・　講演会　演題：「大人が変われば子どもが変わる」
 　　　　　　　講師：笑福亭 学光さん（落語家）
・　食文化：豚汁・ホルモン・白ごはん（限定３００食）、ポップコーンの無料提供
・　展示：小中学生による展示、人権パネル展示等
・　バザー：近隣作業所等によるバザー及び販売

Ｈ２７/１２/６（日）
１１：５０～１５：１０

「講演会場」白壁ホール
（吉井町１００１番地４）
「食文化・バザー会場」
ムラおこしセンター
（吉井町９８３－１）

人権・同和対策室
ＴＥＬ：０９４３－７５－４９８４

古賀市

中間市

大野城市

福津市

行橋市

人権男女共同参画課
ＴＥＬ：０９２－５８０－１８４０
ＦＡＸ：０９２－５７３－５３８０

人権センターＷｉｔｈ（ウィズ）
ＴＥＬ：０９２－９４２－１１２８

人権政策課　人権政策係
ＴＥＬ：０９３０－２５－１１１１（内線１３３２）

人権政策課
ＴＥＬ：０９４０－４３－８１２９



宮若市 人権講演会 未定 Ｈ２７/１２/３（木） 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 人権のつどい
演題：「アイヌに生まれアイヌに生きる」　※古布絵等の展示あり
講師：宇梶　静江さん（古布絵作家）

Ｈ２７/１２/６（日）
１０：３０～（受付１０：００～）

嘉麻市嘉穂生涯学習センター夢サイトかほ

嘉麻市嘉穂隣保館
ＴＥＬ：０９４８－５７－００３２
うすい人権啓発センターあかつき
ＴＥＬ：０９４８－６２－３３３７）

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：「アイヌに生まれ、アイヌを生きる」
 　　　　  講師：宇梶　静江さん（古布絵作家）
　　　　　　入場無料、手話通訳、託児あり

Ｈ２７/１２/７（月）
１９：００～２１：００

サンライズ杷木　大ホール
人権・同和対策課
ＴＥＬ：０９４６－５２－１１７４

みやま市 みやま市人権・同和問題啓発講演会
テーマ：「伝えたい　この思い」
講師：イソジンズさん

Ｈ２７/１２/１２（土） みやま市山川市民センター
社会教育課　人権・同和教育係
ＴＥＬ：０９４４－３２－９１８０

「夕凪の街　桜の国」 Ｈ２７/１１/２９（日） １０：００～
夕凪の街　桜の国 Ｈ２７/１１/２９（日） １３：３０～
じんじん Ｈ２７/１１/２９（日） １３：３０～ 桜野公民館
夕凪の街　桜の国 Ｈ２７/１２/ ５（土）  ９：００～ 長糸公民館
ペコロスの母に会いに行く Ｈ２７/１２/ ５（土） １０：００～ 前原公民館
じんじん Ｈ２７/１２/ ５（土） １０：３０～ 深江小学校
夕凪の街　桜の国 Ｈ２７/１２/ ５（土） １３：３０～ 前原南公民館
じんじん Ｈ２７/１２/ ５（土） １３：３０～ 加布里公民館
ペコロスの母に会いに行く Ｈ２７/１２/ ５（土） １３：３０～ 雷山公民館
夕凪の街　桜の国 Ｈ２７/１２/ ６（日） ９：３０～ 一貴山公民館
夕凪の街　桜の国 Ｈ２７/１２/ ６（日） １３：３０～ 怡土公民館
じんじん Ｈ２７/１２/ ６（日） １３：３０～ 引津公民館
じんじん Ｈ２７/１２/ ６（日） １９：００～ 姫島保健福祉館
じんじん Ｈ２７/１２/１２（土） ９：２０～ 福吉公民館
ふたたび Ｈ２７/１２/１２（土）  ９：３０～ 南風公民館
ここに幸あり Ｈ２７/１２/１９（土）  １３：００～ 東風公民館

那珂川町 第21回人権フェスタなかがわ2015

メインテーマ「ともに生きる」
サブテーマ「歩きだそう！！輝くまちへ」
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、おはなし会やプラバン作り、軽
食バザーや物品バザー、啓発アニメビデオの上映など

Ｈ２７/１２/６（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　人権・同和政策担当
ＴＥＬ：０９２－９５３－２２１１
（内線１８２）

篠栗町 人権週間に伴う映画上映会 映画上映：「くちびるに歌を」　（主演：新垣　結衣） Ｈ２７/１２/４（金） 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：「僕は運命を信じない」
　　　　　　　　　   講師：坂本　博之さん（元プロボクサー）

Ｈ２７/１２/６（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

パネル展 テーマ：「命を守る～虐待を防ぐために～」 Ｈ２７/１１/３０（月）～１２/１０（木） シーオーレ新宮（１２/５は、そぴあしんぐう）

人権を尊重する町民のつどい
人権フェスティバル２０１５

【第１部】人権標語・ポスター　表彰式
【第２部】人権アニメーション映画上映：「よっちゃんの不思議なクレヨン」
【第３部】ＨＡＲＵ～ハル～人権コンサート　アコースティックデュオ

Ｈ２７/１２/５（土）１０：００～
（受付９：３０）

そぴあしんぐう　大ホール

粕屋町 人権を尊重する町民のつどい

【第１部】人権作品の表彰と作文朗読
【第２部】講演　演題：「男女共同参画社会に向けた取組」（仮）
　　　　　　　　   　講師：中嶋　玲子さん（福岡県男女共同参画審議会委員）
【第３部】JOY倶楽部ミュージックアンサンブル演奏会～きらめきコンサート～
＊パネル展示

Ｈ２７/１２/６（日）１３時００分～ 粕屋町立生涯学習センター
社会教育課
ＴＥＬ：０９２－９３８－１４１０

芦屋町 第１7回芦屋町人権まつり
・　人権講演会（詳細未定）
・　青少年の主張（詳細未定）
・　各種団体による催し物（詳細未定）

Ｈ２７/１２/５（土）
１０：００～１５：３０（予定）

芦屋町町民会館
生涯学習課　社会教育係
ＴＥＬ：０９３－２２３－３５４６

街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２７/１２/１（火） 町内駅前等

第10回世代間交流発表会
・　林家笑丸さんによる人権落語講演会
・　人権擁護委員による相談コーナー
・　中学生の人権作文発表など

Ｈ２７/１２/５(土)
１０:００～１２:００

水巻町南部公民館

街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２７/１２/１（火）
午前）町内金融機関
午後）ＪＲ海老津駅・商業施設等

岡垣町人権講演会

・　人権アピール
　 テーマ：「まあるいいのち～伝えよう、このぬくもりをあなたへ～」
 　出　演：戸切小学校　全校児童
・　人権講演会
 　演題：「ニュースの裏側から見た人権問題」
 　講師：高岡　達之さん（読売テレビ報道局解説員）

Ｈ２７/１２/５（土） 岡垣サンリーアイ　ハミングホール

遠賀町 人権週間講演会
演題：「認知症になっても人として尊厳を持って生活できるまちづくり」
講師：竜円　誠さん（大牟田市認知症ライフサポート研究会副代表）

Ｈ２７/１２/８日（火）
１９：００～

遠賀町中央公民館　大ホール
生涯学習課　社会教育係
ＴＥＬ：０９３－２９３－１２３４（代表）

小竹町 人権週間講演会
演題：「知っていますか、ハンセン病？～人生を奪われた人びとからの問いかけ～」
講師：髙石　伸人さん（ＮＰＯ法人ちくほう共学舎「虫の家」事務局長）

Ｈ２７/１２/９日(水)１４：３０～
（開場１４：００）

小竹町中央公民館
税務住民課住民係
ＴＥＬ：０９４９６－２－１２１７

「人権週間の集い」講演会 未定 Ｈ２７/１２/１（火）１４：００～ 鞍手町中央公民館　２階　研修室１
「人権週間の集い」街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２７/１２/１（火） 町内4カ所

桂川町 人権啓発パネル展 人権啓発パネル展
Ｈ２７/１２/４(金)～１０日(木)
※土・日は除く

桂川町役場　1階ロビー
人権センター
ＴＥＬ：０９４８－６５－１１８７

筑前町 筑前町人権講演会 未定 未定 未定
人権・同和対策室
ＴＥＬ：０９４６－４２－６６１２

東峰村
東峰村人権教育講演会
（人権コンサート）

未定 Ｈ２７/１２/４（金） 東峰村保健福祉センターいずみ館　多目的ホール
教育委員会
ＴＥＬ：０９４６－７４－２３１１

Ｈ２７/１２/６（日）
１４：００～（開場１３：３０）

岡垣町

総務課人権推進室
ＴＥＬ：０９２－９６３－１７３０

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

生涯学習課
ＴＥＬ：０９３－２８２－１２１１（代表）

生涯学習課
ＴＥＬ：０９４２－７７－２６７０
ＦＡＸ：０９４２－７７－２７６０

人権映画祭

水巻町

鞍手町

新宮町

演題：「トーク＆ライブ～いのちを　ありがとう～」
講師：弓削田　健介さん（歌手）、副田ひろみさん（フリーアナウンサー）

大刀洗町

生涯学習課　人権係
ＴＥＬ：０９３-２０１-４３２１（代表）

大刀洗町人権講演会 大刀洗ドリームセンター

教育課生涯学習係
ＴＥＬ：０９４９－４２－７２００

波多江公民館



大木町 平成２７年度人権週間の集い

・　小学生６名による人権作文発表
・　人権擁護委員「柳川座」による劇
・　講演会　演題：「笑顔と笑いで育む人間関係促進術」
    　           講師：小ノ上　マン太朗さん（ＮＰＯ法人　博多笑い塾　理事長兼事務笑長）

Ｈ２７/１２/９（水）１３：３０～ こっぽーっとホール（大木町総合体育館内）
税務町民課
ＴＥＬ：０９４４－３２－１０６８

テーマ：「また「サランへ」を歌おうね」
講師：山本　友美さん（作家）

Ｈ２７/１１/５日（木）
１９：３０～２１：００

テーマ：「スクールソーシャルワーカー（SSW)から見える子どもの背景にある問題」
講師：高口　恵美さん（社会福祉士・精神保健福祉士）

Ｈ２７/１１/１２（木）
１９：３０～２１：００

テーマ：「認知症は怖くない～早期発見・早期関与～」
講師：森田　喜一郎さん（久留米大学高次脳疾患研究所教授）

Ｈ２７/１１/１９（木）
１９：３０～２１：００

心をつなぐ「ひろか和」の集い

【第１部】：広川中学校和楽器部「蕾桜」による和太鼓の演奏
【第２部】：講演会
　　　　　 内　容：「90分トーク＆ライブ」
 　　　　　講師：染谷　敦子さん（シンガーソングライター・動物カメラマン）

Ｈ２７/１２/５（土）　１３：００～ 広川町産業展示会館

香春町 香春町人権啓発講演会

演題：「どん底家族の奇跡の再生」
講師：橘 こころさん
　　　　「学年ビリのギャルが１年で偏差値を４０上げて慶應大学に現役合格した話」
 　　　　（著／坪田　信貴　発行／株式会社KADOKAWA　アスキー・メディアワークス）
 　　　　の主人公、ビリギャル”さやか”の母

Ｈ２７/１２/７（月）　１９：００～
（１８：３０開場）

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 Ｈ２７/１２/２（水） 添田町道の駅等　６か所
人権講演会 未定 Ｈ２７/１２/８（火） そえだ公民館

糸田町 平成２７年度人権講演会
演題：「人権と平和」
講師：佐々木　盛弘さん Ｈ２７/１２/９（水） 糸田町文化会館

教育委員会
ＴＥＬ：０９４７－２６－３７８８

２０１５年度　人権パネル展
パネル展示
テーマ：「ユニセフ　世界の子どもたちの夢と希望を実現するために」

Ｈ２７/１２/８（火）～１２/１７（木） 川崎町庁舎　１階ホール

川崎町人権講演会
テーマ：「筑前竹槍一揆について（仮）」
内容未定

Ｈ２７/１２/１０（木）１９：００～
（１８：３０受付）

川崎町勤労者青少年ホーム

大任町 人権講演会
演題：「いのちと仕事　絵本～いのちをいただく～（仮）」
講師：坂本　義喜さん

Ｈ２７/１２/１０（木）１３：３０～
（１３：００受付）

大任町公民館３階講堂
教育課
ＴＥＬ：０９４７－６３－２２４２

赤村 人権問題講演会
演題：「未定」
講師：中嶋玲子さん Ｈ２７/１２/９（水）１９：００～ 赤村住民センター大ホール

住民課　人権同和対策室
ＴＥＬ：０９４７－６２－３０００

福智町 平成27年度福智町人権週間講演会 未定
Ｈ２７/１１/２５（水）
１９：００開演

福智町地域交流センター
人権同和対策課
ＴＥＬ：０９４７－２２－７７６４

苅田町
苅田町人権週間事業（人権メッセー
ジ2015）人権講演会

演題：「人生は一番じゃなくていい～生まれてきてくれてありがとう～」
講師：松野　明美さん（元オリンピックランナー、タレント、熊本県議会議員）

Ｈ２７/１２/１２（土）
１４：００～１５：３０
（開場１３：００）

苅田町総合保健福祉センター（パンジープラザ）
総務課　人権・男女共同参画推進担当
ＴＥＬ：０９３－４３４－１９５８
ＦＡＸ：０９３－４３６－３０１４

みやこ町人権週間街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２７/１２/４（金）10：00～11：00
勝山地区：採れたて市場
 豊津地区：国府の郷
 犀川地区：四季犀館

第10回みやこ町「人権のつどい」

・ 　人権作品の表彰
・　人権啓発講演会
　　演題：「ひととは“わかりあえない”からオモシロイ」
 　　講師：上田早苗さん （NHK北九州放送局長）

Ｈ２７/１２/５（土）１３：００～ サン・グレートみやこ

街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２７/１２/４（金） JR椎田駅・築城駅・メタセの杜・ルミエール椎田店
平成２７年度「第６７回人権週間」人
権講演会

演題：「ハンセン病問題と私たちの責任」
講師：徳田靖之さん（弁護士）

Ｈ２７/１２/６（日） 築上町文化会館コマーレ
築上町人権課
ＴＥＬ：０９３０－５２－０００１

人権推進課（隣保館）
ＴＥＬ：０９４７－７３－３２７７

げんきの杜上毛町
住民課　住民福祉係
ＴＥＬ：０９７９－７２－３１１１
（内線１４２）

みやこ町

吉富フォーユー会館２階研修室１、２吉富町
吉富町教育委員会
ＴＥＬ：０９７９－２３－５００６

人権週間講演会
演題：人権落語「笑顔で語ろう人権問題」
講師：粗忽家勘心さん（内浜落語会会長）

Ｈ２７/１２/８（火）
１３：３０～１５：００
（受付１３：１０～）

広川町
人権・同和教育係
ＴＥＬ：０９４３－３２－００９３

人権男女共同参画課
ＴＥＬ：０９３０－３３－３１１１（内線１５１）

川崎町

Ｈ２７/１２/６（日）
１３：３０～１５：４０

ヒューマン・アルカディア「ひろかわ」
セミナー

広川町町民交流センター（いこっと）
 ２階大研修室

添田町

築上町

添田町教育委員会
ＴＥＬ：０９４７－８２－５９６４

上毛町人権講演会
・　人権ポスター・デザイン標語表彰式
・　講演　演題：「おとなの知らない子どもの世界」
　　　　　　講師：石川　結貴さん（作家、ジャーナリスト）


