
平成28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 ※詳細（事前予約等）につきましては、各市町村へお問い合わせください。

市町村 名称 内容 日時・受付時間等 会場名 担当部局・連絡先

北九州市 同和問題啓発強調月間・講演会
講演会　演題：「同和問題を考える人権劇　人権ひとり芝居『ＨＩＫＡＲＩ’１６』」
　　　　　 講師：福永　宅司さん　（子どもの学び館　代表取締役・元小学校教諭）
上映映画：「光射す空へ」

Ｈ２８/７/１５（金）
１３：３０～１６：００

男女共同参画センター・ムーブ
北九州市保健福祉局
人権推進センター人権文化推進課
ＴＥＬ：０９３－５６２－５０１０

平成28年度早良区人権を考えるつ
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

Ｈ２８/７/１２（火）
１４：００～（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

平成28年度城南区人権を考えるつ
どい

トーク＆コンサート　出演：ＥＳＰＥＲＡＮＺＡ（エスペランサ）
Ｈ２８/７/８（金）
１４：００～（開場１３：３０）

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

平成28年度西区人権を考えるつど
い

朗読劇　「桃語り」：西区男女共同参画をすすめる会の皆さん
トーク＆コンサート　出演：フラットワールド

Ｈ２８/７/９（土）
１３：３０～（開場１３：００）

西市民センター　ホール

西区生涯学習推進課
ＴＥＬ：０９２-８９５-７０２７
ＦＡＸ：０９２-８８２-２１３７

平成28年度博多区人権を考えるつ
どい

講演会　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（新潟産業大学経済学部准教授）

Ｈ２８/７/１９（火）
１３：３０～（開場１３：００）

福岡国際会議場　メインホール
博多区役所　生涯学習推進課
ＴＥＬ：０９２－４１９－１０２５
ＦＡＸ：０９２－４１９－１０２９

街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２８/７/１(金)
大牟田駅東口、ゆめタウン大牟
田

人権･同和教育講演会
講演会　演題：「差別をなくすということ　人権を守るということ」　　～身近な人権問題について考えてみま
せんか～
　　　　　 講師：組坂　幸喜 さん（九州大谷短期大学　人権論講師）

Ｈ２８/７/１６(土)
１４：００～（開場１３：３０）

大牟田文化会館
第一･第二研修室

2016同和問題講演会
講演会　演題：「誇りを持って生きる」
　　　　　 講師：宮内　礼治さん（部落解放同盟鹿児島県連合会書記次長）

Ｈ２８/７/３（日）
１０：００～

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

城島人権・同和問題講演会
講演会　演題：「出会いに感謝」
　　　　 　講師：牛島　修彦さん（勤労青少年ホーム館長）

Ｈ２８/７/５（火）
１３：３０～

城島げんきかん
城島総合支所　地域振興課
ＴＥＬ：０９４２-６２-２１１１
ＦＡＸ：０９４２－６７-３７３２

北野人権・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（部落解放同盟筑後地区協議会委員長）

Ｈ２８/７/７（木）
１８：３０～

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

田主丸地域同和問題講演会
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（福岡県人権研究所副理事長）

Ｈ２８/７/８（金）
１９：３０～

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

三潴人権・同和問題講演会
講演会　演題：「共に生きる・やさしさ」
　　　　　 講師：むかい　治英さん（久留米市啓発・研修講師団講師）

Ｈ２８/７/１４（木）
１０：００～

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

直方市 直方市同和問題講演会
講演会　演題：「日常のなかの人権」
　　　　　 講師：　田中　了彩さん

Ｈ２８/７/２９（金）
１４：００～（開場１３：３０）

ユメニティのおがた　大ホール
市民・人権同和対策課同和対策係
ＴＥＬ：０９４９－２５－２１０５

Ｈ２８/７/２　（土）１４：００～ 穂波公民館
Ｈ２８/７/２　（土）１９：００～ 筑穂公民館
Ｈ２８/７/２０（水）１０：００～ 菰田公民館
Ｈ２８/７/２０（水）１３：３０～ 二瀬公民館
Ｈ２８/７/２９（金）１０：００～ 鯰田公民館
Ｈ２８/７/２９（金）１３：３０～ 飯塚東公民館
Ｈ２８/７/２６（火）１０：００～ 立岩公民館
Ｈ２８/７/２６（火）１３：３０～ 幸袋公民館

Ｈ２８/７/２６（火）１９：００～
庄内公民館
（旧庄内生涯学習交流館）

Ｈ２８/７/２８（木）１０：００～ 飯塚公民館
Ｈ２８/７/２８（木）１３：３０～ 鎮西公民館
Ｈ２８/７/２８（木）１９：００～ 頴田公民館

街頭啓発 街頭啓発
Ｈ２８/７/５（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

田川市 ゆめっせフェスタ2016
演題：「女らしくなく　男らしくなく　自分らしく」
講師：露の団姫さん（落語家・僧侶）

Ｈ２８/７/２（土）
１３：００～

田川青少年文化ホール
田川市男女共同参画センター　ゆめっせ
ＴＥＬ：０９４７－４４－０１５９
ＦＡＸ：０９４７－４４－０８８８

柳川市 柳川市人権・同和教育夏期講座
　演題：「水俣病と部落差別の構造」
 　　　　　～お二人のトークを通して、人権・同和問題について考えてみませんか～
　講師：組坂　幸喜さん（九州大谷短期大学人権論講師）、河野　潤一郎さん（西日本新聞社水俣支局長）

Ｈ２８/７/２（土）
１４：００～

柳川市立
大和公民館大ホール

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

街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２８/７/１（金）

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２０１６
ＲＫＢアナウンサー朗読会

朗読会：「ピアノは知っている　月光の夏」
出演：ＲＫＢアナウンサー

Ｈ２８/７/２（土）
１４：００～（開場１３：３０）

おりなす八女

人権のまちづくり市民の集い２０１６
映画会

映画上映：「あん」
Ｈ２８/７/１６（土）
１３：３０～（開場１２：３０）

黒木開発センター

筑後市
第35回 筑後市同和問題・人権啓発
推進大会

未定 Ｈ２８/７/２１（木） サザンクス筑後　小ホール
人権・同和教育課　人権・同和教育担当
ＴＥＬ：０９４２－６５－７０３９
FAX ：０９４２－５４－０３３６

大川市 同和問題啓発強調月間街頭啓発 街頭啓発
Ｈ２８/７/４（月）
１６：００～

ゆめタウン大川店、ルミエール大
川店、江頭エーザイ本店（大川
市幡保）

福祉事務所
ＴＥＬ：０９４４－８５－５５３２

行橋市
人権・同和問題啓発強調月間記念
行事
人権を考える市民のつどい

講演会　演題：「人権文化は対話から　～幸せのコミュニケーション～」
　　　　　 講師：中島　俊介さん　（北九州市立大学名誉教授、臨床心理士）

Ｈ２８/７/９（土）
１４：００～（開場１３：３０）

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

豊前市 人権啓発講演会
講演会　演題：「部落問題と向きあう若者たち」
　　　　　 講師：内田　龍史さん（尚絅学院大学現代社会学科准教授）

Ｈ２８/７/３０（土）
１３：００～

豊前市市民会館大ホール
総務課　人権啓発係（豊前市人権センター）
ＴＥＬ：０９７９－８２－１１１１（代表）

街頭啓発 街頭啓発
Ｈ２８/７/５（火）
１０：３０～

イオンなかま店　出入口4ヵ所

【各団体・個人による発表】
　・「つながりを大切に、前向きに生きよう！」　フォークグループ向日葵
 　・「人権寄席」　川崎亭　好調さん（福岡視覚特別支援学校）
 　・「しきた　こひばりの歌とトークショー」　鋪田　矩子さん
 　・「みんなちがってみんないい」　安部　照子さん　他（ろごす腹話術研究会）
 　・「ギター弾き語り」　くりた　なおきさん　他

Ｈ２８/７/２９（金）
１５：００～１７：００

なかまハーモニーホール
小ホール

同和問題啓発強調月間　講演会

福岡市

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

飯塚市

八女市
人権・同和政策課
ＴＥＬ：０９４３－２３－１４９０

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（美ら島沖縄大使）、照屋　薫さん

講演会　演題：「ぬくもりある人権のまちをめざしましょう」
　　　　　 講師：福永　宅司さん（子どもの学び館　代表取締役・元小学校教諭）

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



【講演会】
　　一人芝居　　「ひかり・HIKARI　’１６」
　　～青年が問いかける　何が変わって　何が変わらないのか～
　　講師：福永　宅司さん　（子どもの学び館　代表取締役・元小学校教諭）

Ｈ２８/７/２９（金）
１８：００～２０：００

なかまハーモニーホール
大ホール

【障がい者福祉団体等による展示・バザー】
Ｈ２８/７/２９（金）
 １４：００～１８：００

なかまハーモニーホール
展示室

【特設人権相談】
人権擁護委員による「なやみごと相談」

Ｈ２８/７/２９（金）
１５：００～１６：３０

なかまハーモニーホール

小郡市 小郡市同和問題市民講演会
講演会　演題：「私と部落とハンセン病」
　　　　　 講師：林　力さん（横浜国際人権センター理事）

Ｈ２８/７/９（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

講演会　演題：「差別って　いったい　なんやねん？ ～部落差別は、今～」
　　　　　 講師：川口　泰司さん（山口県人権啓発センター事務局長） Ｈ２８/７/２３（土）

１３：００～１５：００（受付１２：３０）
筑紫野市文化会館　大ホール

教育政策課
ＴＥＬ：０９２－９２３－１１１１

春日市 人権パネル展
人権パネル展
テーマ：「『ならわし、しきたり』と私たちの人権」

Ｈ２８/７/１(金)～Ｈ２８/７/３１(日)
※休館日を除く

ふれあい文化センター
新館１階　ふれあいプラザ

人権市民相談課
ＴＥＬ：０９２－５８４－１２０１

街頭啓発 街頭啓発
Ｈ２８/７/１（金）
１７：３０～
※雨天の場合は７/４（月）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 Ｈ２８/７/１（金）～Ｈ２８/７/11（月）
大野城まどかぴあ１階
ギャラリーモール

テーマ：「高齢者の人権を考える」 Ｈ２８/７/５（火）　１９：００～２０：３０ 北コミュニティセンター

テーマ：「同和問題を考える」 Ｈ２８/７/７（木）　１９：００～２０：３０ 中央コミュニティセンター

テーマ：「子どもの人権を考える」 Ｈ２８/７/１２（火）　１９：００～２０：３０ 南コミュニティセンター

テーマ：「障がい者の人権を考える」 Ｈ２８/７/１４（木）　１９：００～２０：３０ 東コミュニティセンター

街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２８/７/１（金） 市内事業所（７ヵ所）

講演会
講演会　演題：「いのち・人権」
　　　　　 講師：山本　華世さん

Ｈ２８/７/２７（水）
１３：１５～（開場１２：３０） 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：「気づけば高まる人権意識～まずは身近な会話から～」
 　　  講師：桂　七福さん（落語家）

Ｈ２８/７/９（土）
１０：００～

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３６回古賀市同和問題を考える市
民のつどい

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（京楽座主宰　俳優・演出家）

Ｈ２８/７/９日（土）
１０時００分～（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Ｗｉｔｈ（ウィズ）
ＴＥＬ：０９２－９４２－１１２８

福津市 街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２８/７/１（金）
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 同和問題啓発強調月間講演会
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（部落解放同盟福岡県連合会　筑後地区協議会　委員長）

Ｈ２８/７/１２（火）
１９：３０～

うきは市　白壁ホール
人権・同和対策室
ＴＥＬ：０９４３－７５－４９８４

宮若市 同和問題啓発強調月間人権講演会
講演会　演題：「性はグラデーションー多様な“私たちの性”と人権ー」
　　　　　　講師：眞野豊さん（ＮＰＯ法人ＬＧＢＴの家族と友人をつなぐ会）

Ｈ２８/７/６（水）
１４：３０～（開場１４：００）

マリーホール宮田
社会教育課　社会教育・文化推進グループ
ＴＥＬ：０９４９－３２－３２１０

嘉麻市 人権のつどい講演会
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）

Ｈ２８/７/３１（日）
１３：３０～（開場１３：００）

嘉麻市碓井住民センター

嘉麻市嘉穂隣保館
ＴＥＬ：０９４８－５７－００３２
うすい人権センター
ＴＥＬ：０９４８－６２－３３３７

朝倉市
朝倉市同和問題啓発強調月間講演
会

講演会　演題：「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～」
　　　　　　講師：フラットワールド　（トーク＆コンサート）

Ｈ２８/７/６/（水）
１９：００～　（開場１８：３０）

ピーポート甘木　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

講演会　演題：「水俣病と人権～公式確認から６０年　今そして未来～」
　　　　　　講師：永野　三智　さん（水俣病センター相思社）

Ｈ２８/８/５（金）
１８：３０～（開場１８：００）

瀬高公民館（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

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

Ｈ２８/７/９（土）
１４：００～（開場１３：３０）

糸島市人権センター　３階
大会議室

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

講演会　演題：「国境を越えて命の水を　～命の大切さを考える～」
　　　　　 講師：中村　哲さん（医師、PMS総院長、ペシャワール会現地代表）

Ｈ２８/７/３１（日）
１３：３０～（開場１３：００）

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）

宇美町 宇美町人権問題啓発講演会
講演会　演題：「あした、笑顔になあれ・・・夜回り先生、いのちの授業」
　　　　　 講師：水谷　修　さん

Ｈ２８/７/３（日）
１４：００～（開場１３：３０）

宇美町立中央公民館　大ホール
社会教育課
ＴＥＬ：０９２－９３３－２６００
ＦＡＸ：０９２－９３３－２７４１

篠栗町 社会を明るくする町づくり講演会
講演会　演題：「世界からのメッセージ～希望ある明日のために～」
　　　　　 講師： 渡部　陽一さん（戦場カメラマン・ジャーナリスト）

Ｈ２８/７/１（金）
１９：００～

クリエイト篠栗　大ホール
クリエイト篠栗
ＴＥＬ：０９２－９４８－２２２２

志免町 同和問題啓発講演会
講演会　演題：「人を許す時が自分を高める時」
　　　　　 講師：菊地　幸夫さん（弁護士）

Ｈ２８/７/３（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、同和問題強調
月間記念上映会

映画上映：「はなちゃんのみそ汁」
Ｈ２８/７/１８（月・祝）
１４：００～

アザレアホール須恵
社会教育課
ＴＥＬ：０９２－９３４－００３０

新宮町 平成28年町民のつどい
講演会　演題：「オール１の落ちこぼれ、教師になる」～いじめ、引きこもり、天涯孤独の絶望を乗り越えて
～」
　　　　　  講師：宮本　延春さん

Ｈ２８/７/２（土）
１０：００～（開場９：３０）

そぴあしんぐう　大ホール他
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：未定
　　　　　  講師：桂ぽんぽ娘さん（落語家）

Ｈ２８/７/２２（金）
１９：３０～

レスポアール久山　欅ホール
教育委員会
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：「いいんだよ」は魔法のことば
　　　　　　講師：齋藤　眞人さん（立花高等学校　理事長兼校長）

Ｈ２８/７/３（日）
１３：３０分～

粕屋町生涯学習センター
（サンレイクかすや）

社会教育課
ＴＥＬ：０９２－９３８－１４１０

芦屋町 平成28年度芦屋町人権講演会
講演会　演題：「外国人の壁」
　　　　　 講師：久郷　ポンナレットさん（元カンボジア難民の女性）

Ｈ２８/７/７（木）
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

街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２８/７/１（金） 町内駅前等

同和問題啓発強調月間　人権講演
講演会　演題：「子どもの心も育む食」
　　　　　  講師：佐藤　剛史さん

Ｈ２８/７/１２（火）
１４：００～（開場１３：３０）

水巻町中央公民館大ホール

岡垣町
岡垣町人権教育推進協議会
第４１回総会

【総会】
【講演会】演題：「障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをめざして」
 　　　　　 　講師：野沢　和弘さん（毎日新聞　論説委員）

Ｈ２８/６/２５（土）
１３：００～　受付
１３：３０～　総会
１４：４０～　研修会・講演会

岡垣町中央公民館　大会議室
生涯学習課
ＴＥＬ：０９３－２８２－１２１１（代表）

遠賀町
同和問題啓発強調月間　人権講演
会

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・事務局長）

Ｈ２８/７/１２（火）
１９：００～（開場１８：３０）

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）
ＦＡＸ：０９３－２９３－０８０６

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

生涯学習課
ＴＥＬ：０９３－２０１－４３２１

水巻町

中間市人権センター
ＴＥＬ：０９３－２４５－３５１１

第４回中間市人権フェスティバル

中間市



小竹町 平成２８年度小竹町人権講演会
講演会　演題：「ちょっと　心をかしてくれませんか」
　　　　　　講師：宮﨑　保さん（ヒューマンバンド「熱と光」代表）

Ｈ２８/７/１９（火）
１４：００～

小竹町中央公民館大研修室
総務課情報人権係
ＴＥＬ：０９４９６－２－１２１２

街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２８/７/１（金） 町内８ヵ所

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

Ｈ２８/７/２１（木）
１４：００～

鞍手町中央公民館　研修室１

桂川町
平成２８年度　桂川町市民講座「人
権講演会」

講演会　演題：「人生はいちばんじゃなくてもいい」
　　　　　 講師：松野　明美さん（ソウルオリンピック女子１０，０００メートル日本代表）

Ｈ２８/７/３（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

筑前町
筑前町同和問題啓発強調月間講演
会

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）

Ｈ２８/７/２９（金）
１９：００～（受付１８：３０）

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 同和問題啓発強調月間講演会
講演会　演題：（仮）「人権問題は、今・・・」　～問われているのは　おとなの感性～
　　　　　　講師：鍋山　公一さん（元全国人権教育研究協議会研究専門委員）

Ｈ２８/７/８（金）
１９：３０～（受付１９：００）

小石原公民館（役場小石原庁舎横）
住民税務課
ＴＥＬ：０９４６－７４－２３１１

街頭啓発 街頭啓発
Ｈ２８/７/１（金）
１７：３０～

町内スーパー３ヵ所

映画上映

【第１部】当事者からのメッセージ
　　　　　　演題：「みんなが共にいきいきと、そしてゆかいに生きる社会をめざして」
　　　　　　講師：森　拓也さん（ひょうたん村）、森寛史さん（サポーター）
【第２部】映画上映：「みんなの学校」

Ｈ２８/７/２（土）
１３：３０～（開場１３：００）

大刀洗ドリームセンター
ドリームホール

大木町 同和問題啓発強調月間講演会
講演会　演題：「心の豊かさ～同和問題について～」
　　　　　　講師：田中　了彩さん

Ｈ２８/７/５(火)
１３：１５～

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

街頭啓発 街頭啓発
Ｈ２８/７/1（金）
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

同和問題啓発強調月間講座
「なるほど人権セミナー」

講演会（７/６）　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

講演会（７/１４）　演題：「人権・同和教育との出会いから」
　　　　　　　　　　　　講師：木村　彰男さん

講演会（７/２１）　演題：「当たり前の教育として」
　　　　　　　　　　　　講師：牛島　修彦さん

Ｈ２８/７/６（水）、１４（木）、２１（木）
１９:３０～２１:００

広川町町民交流センター(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

香春町 同和問題啓発強調月間人権講演会
講演会　演題：「へこたれへん～人はきっとつながれる～」
　　　　　 講師：松村　智広さん（みえ人権教育啓発研究会代表）

Ｈ２８/７/２８（木）
１９：００～（開場１８：３０）

香春町町民センターホール
総務課　人権同和推進係
ＴＥＬ：０９４７－３２－２５１１

添田町 人権講演会
講演会　演題：「差別の問題と私たち一人ひとりの人権」
　　　　　  講師：奥田　均さん(近畿大学人権問題研究所教授)

Ｈ２８/７/２６（火）
１９：００～(開場１８：３０)

オークホール
添田町教育委員会(人権同和啓発室)
ＴＥＬ：０９４７－８２－５８００

糸田町 未定 未定 未定 未定 未定

川崎町 川崎町同和問題啓発講演会
講演会　演題：「明治１４年復権同盟から水平社宣言まで」
　　　　　　講師：石瀧　豊美さん

Ｈ２８/７/１４（木）
１９：００～（開場１８：３０）

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

街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２８/７/１（金） 大任町役場外町内７ヵ所

人権・同和問題啓発作品展 町内小中学校から募った作品の展示 Ｈ２８/７/１（金）～３１（日） 大任町役場ロビー

トーク＆コンサート
テーマ：「あなたは、あなたでだいじょうぶ」
出演：染矢敦子さん（シンガーソングライター）

Ｈ２８/７/８（金）
１９：００～（受付１６：３０）

ＯＴＯレインボーホール

街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２８/７/１（金）
赤中学校下交差点、赤村特産物
センター周辺

講演会
講演会　演題：「未定」
　　　　　　講師：角　敏秀さん

Ｈ２８/７/５（火）
１９：００～

源じいの森
多目的ホール

教務課　社会教育係
ＴＥＬ：０９４７－６２－３００３

福智町
福智町同和問題啓発強調月間講演
会

講演会　演題：「助けてと言える社会へ～生活困窮者支援から見えたこと～」
　　　　　　講師：奥田　知志さん（ＮＰＯ法人抱撲　理事長）

H２８/７/２８（木）
１９：００～（開場１８：３０）

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
苅田町同和問題啓発強調月間人権
講演会

講演会　演題：「一人ひとりが自分らしく生きられる社会へ　～多様な性を知るところから～」
　　　　　　講師：　石崎　杏理さん（FRENS　福岡代表）
 

Ｈ２８/７/３１（日）
１０：００～

三原文化会館　１F　大ホール
総務課　人権・男女共同参画推進担当
ＴＥＬ：０９３－４３４－１９５８
ＦＡＸ：０９３－４３６－３０１４

街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２８/７/１（金） 町内９ヵ所

第5回豊津隣保館まつり 歌謡・ダンス発表会、出店等
Ｈ２８/７/３１(日)
１０：００～１２：００

豊津隣保館

人権啓発講演会 未定
Ｈ２８/７/３１(日)
１３：００～１５：００

豊津公民館

築上町 同和問題啓発強調月間講演会
【映画上映】「ある精肉店のはなし」
【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

Ｈ/２８/７/１０（日）
映画上映：１３：３０～
講演会：１５：４５～

築上町文化会館　コマーレ
大ホール

築上町役場築城支所人権課
ＴＥＬ：０９３０－５２－０００１

広川町

上毛町内上毛町

吉富町人権問題啓発講演会
講演会　演題：「自分らしくキラキラ生きる」
　　　　　　講師：浦田　理恵さん

Ｈ２８/７/２８（木）
１３：３０～

吉富フォーユー会館

人権男女共同参画課
ＴＥＬ：０９３０－３２－６００９

大任町教育委員会
ＴＥＬ：０９４７－６３－３１１０

みやこ町

教育課生涯学習係
ＴＥＬ：０９４９－４２－７２００（代表）

鞍手町

住民課　住民福祉係
ＴＥＬ：０９７９－７２－３１１１
（内線１４２）

大刀洗町

吉富町
住民課
ＴＥＬ：０９７９－２４－１１２４

健康福祉課
ＴＥＬ：０９４２－７７－２２６６

大任町

街頭啓発 街頭啓発 未定

赤村


