
平成28年度　人権週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

講演　演題：「違いを楽しみ、力にかえる～多文化共生“新”時代」
　　　　講師：にしゃんたさん（羽衣国際大学教授）
映画上映：「光射す空へ」

Ｈ２８/１２/５（月）
１３：３０～（開場１３：００）

門司市民会館　大ホール

講演　演題：「人の心に潜む差別」
　　　　講師：旭堂　南陵さん（講談師、大阪芸術大学客員教授）
映画上映：「光射す空へ」

Ｈ２８/１２/６（火）
１３：３０～（開場１３：００）

若松市民会館　大ホール

講演　演題：「横田夫妻を見つめ続けて...めぐみさんを待つ２人の思い」
　　　　 講師：丹羽　小百合さん（ＴＢＳテレビ報道局外信部）、田辺　信道さん（音響技師）
映画上映：「光射す空へ」

Ｈ２８/１２/７（水）
１３：３０～（開場１３：００）

北九州市立大学　Ａ-１０１教室

講演　演題：「ソーシャル・インクルージングってなに？～すべての人が参加する社会」
　　　　講師：菊池　桃子さん（女優、戸板女子短期大学客員教授）
映画上映：「光射す空へ」

Ｈ２８/１２/７（水）
１３：３０～（開場１３：００）

黒崎ひびしんホール　大ホール

講演　演題：「写真が語る、いのちのバトンリレー～さまざまな看取りの現場から」
　　　　講師：國森　康弘さん（写真家、ジャーナリスト）
映画上映：「光射す空へ」

Ｈ２８/１２/８（木）
１３：３０～（開場１３：００）

北九州国際会議場メインホール

講演　演題：「虐待が子どもに何をもたらすのか～社会的養護の場に生きる子どもたちの“今”」
　　　　講師：黒川　祥子さん（ノンフィクション作家）

Ｈ２８/１２/８（木）
１３：３０～（開場１３：００）

響ホール

講演　演題：「男や女である前の、あなたと私であるために」
　　　　講師：牧村　朝子さん（タレント、文筆家、株式会社オフィス彩所属）

Ｈ２８/１２/９（金）
１３：３０～（開場１３：００）

戸畑市民会館（ウェルとばた３階）

ふれあいフェスタ２０１６
人権に関するステージイベント、パネル展示や人権・福祉団体による日常活動の紹介、八神純子さんのミ
ニコンサート、アグネス・チャンさんの講演等
※北九州市障害者芸術祭と共同開催

Ｈ２８/１１/２７（日）
１１：００～１６：３０

ウェルとばた

実践報告：博多校区奈良屋人権尊重推進協議会
テーマ：「本日はお日柄もよろしく～」～やらな劇団の人権寸劇～
 講演　演題：「命のバトン～家族のきずな　地域のきずな　子どもは未来の宝物～」
　　　　 講師：田尻　由貴子さん（スタディライフ熊本特別顧問）

H２８/１２/５(月)
１３:３０～１６:００

博多市民センター

実践報告：福岡市企業同和問題推進協議会
 　　　　　　　西日本鉄道株式会社　人事部人権推進課　課長　平野　敦彦さん
テーマ：「福岡市企業同和問題推進協議会と西鉄グループの人権啓発の取組み」
講演　演題：「若者の現状」と「つながりの必要性」～ずっと居場所がほしかった～
　　　　講師：仁藤　夢乃さん（女子高生サポートセンターColabo代表）

H２８/１２/５(月)
１３:３０～１６:００

早良市民センター

実践報告：社会福祉法人　あけぼの会
テーマ：「心の病をもつ人が地域でいきいきと暮らすために」
講演　演題：「ＬＧＢＴを理解する～同性婚・新しい家族のかたち～」
　　　　講師：東　小雪さん（元タカラジェンヌ・ＬＧＢＴアクティビスト）

H２８/１２/６(火)
１３:３０～１６:００

南市民センター

実践報告：人権を考える会べふ(別府校区人権尊重推進協議会)
テーマ：「広報紙から広がる人権～探り・学び・伝える～」
 講演　演題：「部落問題のこれから」
　　　　 講師：角岡　伸彦さん（ノンフィクションライター）

H２８/１２/７(水)
１３:３０～１６:００

城南市民センター

実践報告：障がい者福祉サービス事業所　わくわくランド　所長　小栁　美穂さん
テーマ：「障がい者福祉サービス事業所「わくわくランド」の事業内容について」
講演　演題：「チャンスをあたえてくれた人～２０１６リオまでの道のり～」
　　　　講師：道下　美里さん（視覚障がい者ランナー）

H２８/１２/８(木)
１３:３０～１６:００

 西市民センター

実践報告：八田公民館
テーマ(仮)：「人権に係る八田公民館の取り組み～誰にもやさしい地域の縁側をめざして～」
 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　晴水さん（講談師・声優）

H２８/１２/９（金）
１３:３０～１６:００

東市民センター

実践報告：株式会社ペンシル　代表取締役社長　倉橋　美佳さん
テーマ(仮)：「成長の鍵は多様性～㈱ペンシルがめざすダイバーシティ経営とは～」
 公演：人権啓発ミュージカル「ハッピーバースデー」

H２８/１２/１０(土)
１３:３０～１６:００

 中央市民センター

福岡市

北九州市

人権週間記念講演会
北九州市人権推進センター　人権文化推進課
ＴＥＬ：０９３－５６２－５０１０
ＦＡＸ：０９３-５６２-５１５０

第４５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



大牟田市 第３１回人権フェスティバル
NHK「おはよう日本｣「ラジオ深夜便」、朝日新聞「ひと｣欄、読売新聞などで紹介された、話題のピアニスト、
野田あすかさんの演奏と野田恭子さん(あすかさんのお母さん)の講演

Ｈ２８/１２/５(月)　１８：３０～ 大牟田文化会館
大牟田市人権･同和･男女共同参画課
ＴＥＬ：０９４４－４１－２６１１

第１５回人権フェスタたぬしまる

・　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 他
・　講演　演題：「いのち輝いて生きる」
　　　　　　講師：坂田 かおりさん（部落解放同盟鳥取県連合会女性部長）

Ｈ２８/１２/３（土）
９：３０～１５：００（講演１３：２０頃）

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

２０１６城島地域人権学習会

・　人権作品発表
・　人権作品展示
・　講演　演題：「多様な性」～性同一性障害について～
 　　　　　 講師：椎太 信さん（福岡県啓発・研修講師団講師）

Ｈ２８/1２/３（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

２０１６北野地域人権講演会

・　人権作品発表
・　人権作品展示
・　講演　演題：「地域で見守る子どもの安全と子どもの権利」
　　　　　  講師：百田英子さん（福岡県啓発・研修講師団講師）

Ｈ２８/１２/８（木）
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

三潴地域人権講演会

・　人権作品発表
・　人権作品展示
・　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（毎日新聞社記者）

Ｈ２８/１２/８（木）
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

２０１６市民のつどい

・　人権作品紹介
・　江南中校区人権のまちづくり推進協議会の取組み紹介
・　唄と語り　むかい治英さん～子どもたちへ～

Ｈ２８/１２/１０（土）
１４：００～１６：００

久留米シティプラザ
久留米市人権啓発センター
ＴＥＬ：０９４２－３０－７５００
ＦＡＸ：０９４２－３０－７５０１

直方市 人権問題講演会

【第１部】　講演：「ぬくもりある人権のまちづくり」

【第２部】　一人芝居：「ヤンママ子育て騒動記」
講師：福永　宅司さん（子どもの学び館代表取締役）

Ｈ２８/１１/２５(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：０９４９－２５－２１３８

田川市 人権週間講演会２０１６

【第１部】　演題：「人権講話・手話歌コンサート」
　　　　　　　講師：ｆｕｃｃｈｉＥ（フッチー）さん（シンガーソングライター）

【第２部】　演題：「噺家が考える人権～ダウン症のアニキをもって～」
 　　　　　　 講師：露の 團六さん（落語家）
 

Ｈ２８/１２/３（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

柳川市 人権を考えるつどい
・　アトラクション：柳川市人権擁護委員会による劇
・　講演会　演題：未定　講師：南　慧昭さん（大分県在住の住職）

Ｈ２８/１２/４（日）　１３：３０～ 柳川市三橋公民館
柳川市役所保健福祉部　人権・同和対策室
ＴＥＬ：０９４４－７７－８５３２

スマイルフェスタやめ２０１６

・　記念講演　演題：「父　相田みつを　を語る」～いのち　いちばん大切なもの～
　　　　　　　　　講師： 相田一人さん（ 相田みつを美術館館長）
・　人権作文の発表　出演：市内小・中学生
・　「子どもの人権展」パネル展示
・　小学生による合唱　　など

Ｈ２８/１２/３（土）　１１：００～ おりなす八女
八女市教育委員会人権・同和教育課
ＴＥＬ：０９４３－２３－２０７４

街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２８/１２/１日（木）、１２/３日（土）

１２月１日(木)
矢部・星野・上陽支所前、道の駅
たちばな、アスタラビスタ黒木店、
Ａコープくろき店
 １２月３日(土)　おりなす八女、ゆ
めタウン八女店、Ａコープ八女店

八女市新社会推進部人権・同和政策課
ＴＥＬ：０９４３－２３－１４９０

筑後市
第３４回
筑後市人権を考える市民のつどい

講演会　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）

Ｈ２８/１２/１（木）
１４：００～（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
FAX ：０９４２－５４－０３３６

大川市
平成２８年度
大川市人権週間講演会

・　DVD視聴　題名：「家庭の中の人権　カラフル」
・　開会行事
・　講演　演題：「福ことば・毒ことば・置きことば」～言葉は心の食材です～
 　　　　　 講師：松本　久美子さん（フリーアナウンサー、人権擁護委員）
・　閉会行事

Ｈ２８/１１/３０（水）
１３：３０～１５：５０（受付１３：００～）

大川市文化センター　小ホール
大川市役所　生涯学習課
ＴＥＬ：０９４４－８５－５６１８
ＦＡＸ：０９４４－８６－８４７９

久留米市

八女市



行橋市
平成２８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】　開会行事
 　　　　　　 人権作品入賞者表彰

 【第２部】　記念講演
　　　　　　　演題：「わが子のために、そしてわが子につながる子たちのために、いま、親　そして大人がで
　　　　　　　　　　　　きること」
　　　　　　  講師：小野田 正利さん（大阪大学大学院教授）

Ｈ２８/１２/１０（土）
１３：３０～１５：３０

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

豊前市
２０１６年度　人権週間のとりくみ
人権講演会

演題：「LGBTを理解する～同性婚・新しい家族のかたち～」
講師：東小雪さん(元タカラジェンヌ)

Ｈ２８/１１/２６(土)
１３：００～（受付１２：３０～） 豊前市市民会館　大ホール

豊前市役所人権男女共同参画室人権啓発係
（豊前市人権センター）
ＴＥＬ：０９７９－８２－１１１１（代表）

平成２８年度
人権週間及び障がい者週間
【街頭啓発】

街頭啓発 Ｈ２８/１１/３０（水）　１０：３０～ イオンなかま店　出入口４ヵ所

平成２８年度
人権週間及び障がい者週間
【人権作品展】

【展示内容】
・　市内小中学生の作品の中から選ばれた人権標語・ポスター
・　「人権の花」活動内容　（中間市立底井野小学校３年生）
・　人権啓発・男女共同参画川柳募集作品

Ｈ２８/１１/３０（水）～１２/９（金）
　８：３０～２１：００
※ただし、１１/３０（水）は１３：００～、
１２/９（金）は１２：００までの展示。

中間市中央公民館　ロビー

平成２８年度
中間市人権問題講演会

演題：「うまれてきてくれてありがとう」　～命のお話～
講師：monさん（子育てシンガー）

Ｈ２８/１２/１（木）　１８：００～ 中間市中央公民館　講堂

平成２８年度中間市人権講座

演題：「アイヌ民族に生まれ　アイヌとして生きる」
講師：宇梶　静江さん（アイヌ古布絵作家）

Ｈ２８/１２/１０（土）　１０：００～ 中間市人権センター　研修室

小郡市 人権週間記念上映会

・　開会・人権作文発表
・　上映会：「みんなの学校（９０分版）」
　　※大空小学校初代校長　木村泰子さんからのビデオメッセージあり

Ｈ２８/１２/１０（土）
１３：３０～　（開場１３：００）

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（内線４３２）

人権標語・図画等展示 小中学生の人権標語、図画及び人権の花運動の活動報告を市内公共施設に展示 Ｈ２８/１１/２９（火）～１２/１０（土）
生涯学習センター、市内各コミュ
ニティセンター、カミーリヤ

街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２８/１２/１（木）１８：００～  西鉄二日市駅、西鉄朝倉街道駅、ＪＲ二日市駅

春日市 人権パネル展
展示パネル
「輝く～スポーツと人権～」

Ｈ２８/１２/１(木)～Ｈ２８/１２/２６(月)
（予定）

春日市総合スポーツセンター
（予定）

人権市民相談課
ＴＥＬ：０９２－５８４－１２０１

人権パネル展 人権パネル展
Ｈ２８/１２/３（土）～Ｈ２８/１２/９（金）
１５：００まで

大野城まどかぴあ　ギャラリーモール

平成２８年度
大野城市人権週間講演会

人権落語：「笑顔で語ろう人権問題」
講師 ：粗忽家 勘心 さん

Ｈ２８/１２/６（火）
１９：００～２０：３０

北コミュニティセンター　多目的室

宗像市 人権啓発作品展 人権啓発作品展 Ｈ２８/１２/９（金）～１２/１１（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

人権週間街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２８/１２/１（木）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

太宰府市男女共同参画市民フォーラ
ム

【第１部】　ミニコンサート
　　　　　　　 出演：Sounds of DAZ（サウンズ オブ ダズ）

【第2部】　講演　演題：「きっと毎日が楽しくなる！心地いい暮らしのカタチ」
 　　　　　　　　　　 講師：山田 亮さん（家事ジャーナリスト・社会福祉士）

Ｈ２８/１２/３（土）
１３：００～１５：００（開場１２：３０）

プラム・カルコア太宰府（中央公
民館）市民ホール

古賀市 いのち輝くまち☆こが２０１６

【午前の部】
・　古賀北中学校によるステージ発表
・　講演　演題：「うつくしい、命」
 　　　　　 講師：大島　花子さん（歌手）
・　人権作文発表

【午後の部】
・　第１分科会　「被災地に想いをよせて」
 　　　　　　　　　　　福祉課　総務課　花見小学校　粕屋北部消防本部
・　第２分科会　青柳小学校　小野小学校
・　特別講座　第５回みんなの人権セミナー
　　　　　　　　　 演題：「現代の部落差別～取材を通して見えてきたもの～」
 　　　　　　　　　講師：林　由紀子さん（毎日新聞社福岡総局報道部記者）
・　パネル展「地域と企業のつながり」

Ｈ２８/１２/４（日）
１０：００～１５：００

リーパスプラザこが　中央公民館
大ホール他

古賀市役所人権センターＷｉｔｈ（ウィズ）
ＴＥＬ：０９２－９４２－１１２８
ＦＡＸ：０９２－９４２－１２８６

中間市

大野城市
企画政策部人権男女共同参画課
ＴＥＬ：０９２－５８０－１８４０

太宰府市
太宰府市地域健康部人権政策課
ＴＥＬ：０９２－９２１－２１２１（内線443）

筑紫野市
筑紫野市人権政策課
ＴＥＬ：０９２－９２３－１１１１
ＦＡＸ：０９２－９２３－９６４４

中間市人権男女共同参画課（人権センター）
ＴＥＬ：０９３－２４５－３５１１



人権週間街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２８/１２/５（月） ＪＲ福間駅、市内大型商業施設２ヵ所

人権標語・ポスター展 人権標語・ポスター展
Ｈ２８/１２/３（土）～１１（日）
　ただし１２/５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：「人を許す時が自分を高める時」
講師：菊地　幸夫さん（弁護士）

Ｈ２８/１２/１０（土）
１３：００～１５:００

福津市中央公民館

うきは市 人権フェスティバル

【第１部】　小学生によるステージ

【第２部】　ピュアハートコンサート
　　　　　　　テーマ：「～こころに笑顔を～」
　　　　　　　講師：the Pure Heart(ピュアハート）

・　その他イベントあり

Ｈ２８/１２/４（日）　１０：００～
※【第１部】１２：３０～
　 【第２部】１３：３０～ うきは市白壁ホール

うきは市
人権フェスティバル実行委員会事務局
ＴＥＬ：０９４３－７５－４９８４

宮若市 人権講演会
演題：「障害者差別解消法」について
講師：小賀　久さん（北九州市立大学文学部人間関係学科教授）

Ｈ２８/１２/５（月）
１４：００～（開場１３：３０）

マリーホール宮田
宮若市役所保護人権課　人権福祉係
ＴＥＬ：０９４９－３２－０７６５

嘉麻市 人権のつどい
講演会　演題：「夢と絆」
　　　　　　講師：蓮池　薫さん（新潟産業大学経済学部准教授）

Ｈ２８/１２/１１（日）
１０：００～１１：４０

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

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：「希望し、努力し、感謝して生きる」
 　　  　　  演奏者：瑞宝太鼓　（ずいほうだいこ）

平成２８/１２/１３(火）
１９：００～２０：４５

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 みやま市人権ミュージカル 人権ミュージカル「ハッピーバースデー」
Ｈ２８/１２/４（日）
１３：００～ （開場１２：３０）

まいピア高田　多目的ホール
みやま市社会教育課　人権・同和教育係
ＴＥＬ：０９４４－３２－９１８０
ＦＡＸ０９４４－３２－９１９２

「徘徊」 Ｈ２８/１１/２６（土）  ９：３０～ 桜野公民館
「あん」 Ｈ２８/１２/ ３（土）  ９：３０～ 前原公民館
「はなちゃんのみそ汁」 Ｈ２８/１２/ ３（土） １０：００～ 波多江公民館
「徘徊」 Ｈ２８/１２/ ３（土） １０：００～ 雷山公民館
「アオギリにたくして」 Ｈ２８/１２/ ３（土） １３：３０～ 前原南公民館
「徘徊」 Ｈ２８/１２/ ３（土） １３：３０～ 加布里公民館
「はなちゃんのみそ汁」 Ｈ２８/１２/ ３（土） １３：３０～ 深江公民館
「あん」 Ｈ２８/１２/３（土） １３：３０～ 「ふれあい」可也  
「はなちゃんのみそ汁」 Ｈ２８/１２/ ４（日）  ９：００～ 長糸公民館
「徘徊」 Ｈ２８/１２/ ４（日）  ９：３０～ 南風公民館
「あん」 Ｈ２８/１２/ ４（日）  ９：３０～ 一貴山公民館
「はなちゃんのみそ汁」 Ｈ２８/１２/ ４（日） １３：００～ 引津公民館
「あん」 Ｈ２８/１２/ ４（日） １３：３０～ 怡土公民館
「はなちゃんのみそ汁」 Ｈ２８/１２/ ４（日） １８：３０～ 姫島保健福祉館
「みんなの学校」 Ｈ２８/１２/１０（土） １０：００～ 東風公民館
「徘徊」 Ｈ２８/１２/１１（日）  １０：００～ 福吉公民館

那珂川町 第２２回人権フェスタなかがわ２０１６

テーマ：「ともにいきる～みんなでつながる笑顔の輪～」
・　人形劇などのステージ発表
・　啓発パネル、人権作文・標語・ポスターなどの展示
・　おはなし会、軽食バザー、物品バザー、啓発アニメビデオの上映など

Ｈ２８/１２/４（日）
９：３０～１４：００

ミリカローデン那珂川、ふれあい
こども館

那珂川町住民生活部　人権政策課
ＴＥＬ：０９２－９５３－２２１１
（内線１８２）

宇美町 街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２８/１２/１（木）１６：００～ ＪＲ宇美駅周辺
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：「はなちゃんのみそ汁」 Ｈ２８/１２/５（月）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 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：「いのち」「人権」「愛」　・・・生きる勇気・・・　～人権の花コンサート～
　　　　　　　 講師：monさん（シンガーソングライター）

Ｈ２８/１２/４（日）
１３：３０～１５：５０

志免町立町民センター　大ホー
ル

志免町社会教育課
ＴＥＬ：０９２－９３５－７１００

須恵町 懸垂幕・のぼり旗の掲示 懸垂幕・のぼり旗の掲示 Ｈ２８/１２/４（日）～１２/１０（土） アザレアホール須恵周辺
社会教育課
ＴＥＬ：０９２－９３４－００３０
ＦＡＸ：０９２－９３４－００３５

新宮町 新宮町人権フェスティバル２０１６

【第１部】　人権標語・ポスター表彰
【第２部】　新宮町人権擁護委員会による人権の花運動発表
【第３部】　人権映画：「あん」

Ｈ２８/１２/３（土）　１０：００～ そぴあしんぐう　大ホール
新宮町社会教育課
ＴＥＬ：０９２－９６２－５１１１
ＦＡＸ：０９２－９６２－５３３３

福津市

糸島市

福津市役所　人権政策課
ＴＥＬ：０９４０－４３－８１２９

人権映画祭

人権・男女共同参画推進課
ＴＥＬ：０９２－３３２－２０７５
ＦＡＸ：０９２－３２４－１０２０
各校区公民館



粕屋町
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：「アスペルガーですが、妻で母で社長です」
   　　　　　　　　　　講師：アズ　直子さん（有限会社アズ）
・　パネル展示

Ｈ２８/１２/４（日）１３：００～
粕屋町立生涯学習センター
（サンレイクかすや）

粕屋町役場社会教育課
ＴＥＬ：０９２－９３８－１４１０

芦屋町 第１８回芦屋町人権まつり

・　人権講演会
　　演題：「性の多様性と人権」
　　講師：杉山　文野さん（ＮＰＯ法人ハートをつなごう学校代表）
・　各種団体によるふれあいイベント
・　青少年の主張大会
・　各種団体による食べ物コーナー、バザーコーナー　など

Ｈ２８/１２/１０（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 H２８/１２/１（木） 町内

生涯学習フェア

【第１部】　人権週間のつどい
　　　　　　　・　人権啓発シネマ「秋桜－コスモス－の咲く日」
　　　　　　　・　人権の花ひまわり発表　猪熊小学校３年生　　など

【第２部】　少年の主張大会
　　　　　　　小・中学生による発表など

Ｈ２８/１２/１０（土）
９：３０～（開場９：００）

中央公民館

岡垣町 岡垣町人権講演会

・　人権アピール
　　「この星に生まれて」：海老津小学校６年生の児童による合唱・呼びかけ等
・　講演会
　　演題：「障害」は個性～福祉番組の司会から学んだこと～
 　 講師：ジェフ・バーグランドさん（京都外国語大学・大学院　外国語学部英米語学科教授）
・　子どもイベント（ぬり絵、バルーンアート、輪投げ）

Ｈ２８/１２/３（土）１３：３０～
（子どもイベント１０：００～１３：００）

岡垣サンリーアイ　ハミングホー
ル、展示ホール・ギャラリー（子ど
もイベント）

岡垣町教育委員会　生涯学習課
ＴＥＬ：０９３－２８２－１２１１（代表）

遠賀町 人権週間講演会
演題：「うまれてきてくれてありがとう」トーク＆コンサート
講師：monさん（子育てシンガー）

Ｈ２８/１２/７（水）　１８：３０～ 遠賀町中央公民館　大ホール
遠賀町役場福祉課　福祉人権係
ＴＥＬ：０９３－２９３－１２３４

小竹町 小竹町人権週間講演会
演題：「福ことば・毒ことば・置きことば」～「言葉」は心の栄養（食材）です～
講師：松本　久美子さん（ことの葉クローバー代表フリーアナウンサー）

Ｈ２８/１２/５（月）
１４：３０～（開場１４：００）

小竹町中央公民館大研修室
小竹町役場税務住民課　住民係
ＴＥＬ：０９４９６－２－１２１７

街頭啓発 街頭啓発
Ｈ２８/１２/１（木）
ＪＲ鞍手駅（７：００～７：３０）
他６ヵ所（１１：３０～）

町内７ヵ所
（ＪＲ鞍手駅、巌流市場、西日本
シティ銀行、スーパー川食、サン
グリーン、ナフコ鞍手店、トライア
ル鞍手店）

人権週間の集い講演会
演題：「～アイヌ民族に生まれ　アイヌとして生きる～」
講師：宇梶　静江さん（アイヌ古布絵作家）

Ｈ２８/１２/９（金）　１４：００～
鞍手町中央公民館
第１研修室

桂川町 人権パネル展 人権パネル展
Ｈ２８/１２/２(金)～１２(月)
※土日を除く

桂川町役場　１階ロビー
桂川町人権センター
ＴＥＬ：０９４８－６５－１１８７

筑前町 筑前町人権週間講演会
演題：「転んだら、どう起きる？」
講師：宇梶　剛士さん（俳優）

Ｈ２８/１２/８（木）
１９：００～２１：００（開場１８：３０）

めくばーる町民ホール
筑前町役場人権・同和対策室
ＴＥＬ：０９４６－４２－６６１２

東峰村
東峰村人権教育講演会
（ヒューマンライツ　ナイトシアター）

映画上映　「ペコロスの母に会いに行く」
Ｈ２８/１２/９（金）
１９：００～２１：００（受付１８：３０～）

保健福祉センター「いずみ館」
東峰村役場宝珠山庁舎　住民税務課
ＴＥＬ：０９４６－７２－２３１１

大刀洗町 大刀洗町人権講演会
演題：「～夢と絆～」
講師：蓮池　薫さん（新潟産業大学経済学部准教授）

Ｈ２８/１２/１１（日）
１４：００～１５：３０（開場１３：３０）

大刀洗ドリームセンター
大刀洗町教育委員会　生涯学習課
ＴＥＬ：０９４２－７７－２６７０
ＦＡＸ：０９４２－７７－２７６０

大木町 人権週間の集い・人権コンサート
・　トーク＆人権コンサート「生まれてきてくれてありがとう」　　ｍｏｎさん（子育てシンガー）
・　人権作文発表（各小学校児童）

Ｈ２８/１２/１０（土）
１３：３０～（受付１３：００～）

こっぽーっとホール
大木町役場税務町民課　戸籍住民係
ＴＥＬ：０９４４－３２－１０６８

テーマ：「DV問題と子どもへの影響」
講師：石本　宗子さん（久留米市協働推進部 男女平等推進センター）

Ｈ２８/１１/２（水）
１９：３０～２１：００

テーマ：「聞こえないとはどういうことか」
講師：麻生　勝喜さん（久留米大学文学部 非常勤講師）

Ｈ２８/１１/９（水）
１９：３０～２１：００

 テーマ：「一人ひとりが自分らしく生きるために～性の多様性を知ることから～ 」
講師：石崎　杏理さん（セクシャルマイノリティの子ども若者サポートFRENS）

Ｈ２８/１１/１６（水）
１９：３０～２１：００

香春町 人権啓発講演会
演題：「あきらめない心でいつでも笑顔を」
講師：佐野　有美さん（車椅子のアーティスト）

Ｈ２８/１２/８（木）
１９：００～（開場１８：３０）

香春町町民センターホール
香春町役場総務課　人権同和推進係
ＴＥＬ：０９４７－３２－８４０７
ＦＡＸ：０９４７－３２－４８１５

鞍手町教育委員会　教育課生涯学習係
ＴＥＬ：０９４９－４２－７２００（代表）

鞍手町

水巻町生涯学習課
ＴＥＬ：０９３－２０１－４３２１（代表）

水巻町

広川町
ヒューマン・アルカディア
「ひろかわ」セミナー

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
ＦＡＸ：０９４３－３２－４２８７



添田町 人権講演会
テーマ：「騙（だま）されたものの責任　－知らなかった、教えてもらえなかった、は無罪ではない時代－」
講師：辛　淑玉（シン　スゴ）さん

Ｈ２８/１２/２(金)
１８：３０～（開場１８：００）

オークホール（そえだ公民館）
添田町教育委員会　社会教育課(人権同和啓発室)
ＴＥＬ：０９４７－８２－５８００

川崎町 川崎町人権講演会
演題：「すべてを明日の糧として～アイヌに生まれアイヌに生きる～」
講師：宇梶　静江さん（アイヌ刺繍作家）

Ｈ２８/１２/９（金）　１９：００～ 川崎町勤労青少年ホーム
川崎町隣保館（人権推進課）
ＴＥＬ：０９４７－７３－３２７７

大任町 人権講演会 未定 未定 未定
大任町教育委員会　教育課
ＴＥＬ：０９４７－６３－３１１０

赤村
平成２８年度
赤村 「人権問題」講演会

演題：「北の大地の先住民
　　　　　～アイヌ民族その歴史と文化～」
講師：橋垣　秀則さん（嘉麻市嘉穂隣保館館長）

Ｈ２８/１２/２（金）
１９：００～２０：３０

赤村住民センター　大ホール
赤村役場住民課　人権同和対策室
ＴＥＬ：０９４７－６２－３０００

福智町
平成２８年度
福智町人権週間講演会

演題：人権と戦争「平和の旅～事実を求めて～」
講師：堀内　忠さん（田川地区人権センター）

Ｈ２８/１２/２（金）
１９：００～２１：００

福智町地域交流センター
保健課　ほのぼの館
ＴＥＬ：０９４７－２２－６２９０

苅田町
苅田町人権週間事業
（人権メッセージ2016）人権講演会

演題：「出会いの人生から学んだこと」　～守られるべき私たちの人権～
講師：菊地　幸夫さん（社会福祉法人練馬区社会福祉事業団理事、元司法研修所刑事弁護教官） Ｈ２８/１２/３（土）

１４：００～（開場１３：００）
苅田町中央公民館　大ホール

苅田町総務課　人権・男女共同参画推進担当
ＴＥＬ：０９３－４３４－１９５８
ＦＡＸ：０９３－４３６－３０１４

みやこ町 第１１回みやこ町「人権のつどい」
演題：「行動する勇気～世界への挑戦～」
講師：齋田　悟司さん（車いすテニスプレイヤーリオ２０１６パラリンピック男子ダブルス銅メダリスト）

Ｈ２８/１２/３（土）　１３：００～ サン・グレートみやこ
人権男女共同参画課
ＴＥＬ：０９３０－３２－６００９
ＦＡＸ：０９３０－３２－６０１８

吉富町 人権講演会
演題：「障害者差別解消法の意義と合理的配慮」
講師：德田　靖之さん（弁護士）

Ｈ２８/１２/９（金）　１３：３０～
吉富フォーユー会館
　２階　研修室１・２

吉富町教育委員会
ＴＥＬ：０９７９－２２－１９４４

上毛町 上毛町人権講演会
演題：「歴史の中の人権～日本人の人権意識～」
講師：井沢　元彦さん（作家）

Ｈ２８/１２/１０（土）
１４：００～１５：３０

げんきの杜　多目的ホール
上毛町役場住民課　住民福祉係
ＴＥＬ：０９７９－７２－３１１１
（内線１４２）

築上町 第６８回人権週間講演会
・　人権作品表彰式
・　人権・防災サイエンスショー　講師：阿部　清人さん（アナウンサー・防災士） Ｈ２８/１２/１１（日）　１３：３０～

築上町文化会館　コマーレ
大ホール

築上町役場人権課
ＴＥＬ：０９３０－５２－０００１（代表）


