
平成29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。　最新（更新）情報は、「各市町村のイベント情報」のページにてご確認いただけます。
　

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：「「はじめてのLGBT～性の多様性と人権」
　　　　講師：杉山　文野さん（NPO法人東京レインボープライド共同代表理事）
映画上映：「風の匂い」

Ｈ２９/１２/４（月）
１３：３０～（開場１３：００）

門司市民会館　大ホール

講演　演題：「インターネットと人とのかかわり～突然、僕は殺人犯にされた～」
　　　　講師：スマイリーキクチさん（タレント、芸人）
映画上映：「風の匂い」

Ｈ２９/１２/５（火）
１３：３０～（開場１３：００）

男女共同参画センター
「ムーブ」２階

講演　演題：「ハンセン病小説『あん』に託した生きることの意味」
　　　　 講師：ドリアン助川さん（作家）
映画上映：「風の匂い」

Ｈ２９/１２/５（火）
１３：３０～（開場１３：００）

若松市民会館　大ホール

講演　演題：「拉致被害者救出のために、私達のなすべきこと」
　　　　講師：葛城　奈海さん（ジャーナリスト、防人と歩む会会長、やおよろずの森代表）
映画上映：「風の匂い」

Ｈ２９/１２/６（水）
１３：３０～（開場１３：００）

響ホール

講演　演題：「パニック障害10年間の闘病から克服まで～差別や偏見のない人権を尊重した社会づくりの
                    大切さ」
　　　　講師：大場　久美子さん（女優、心理カウンセラー、足底反射療法士、音楽健康指導士）
映画上映：「風の匂い」

Ｈ２９/１２/６（水）
１８：００～（開場１７：３０）

北九州市立大学　A-101教室

講演　演題：「若者が語る部落問題の今」
　　　　講師：武田　緑さん（一般社団法人コアプラス代表理事）
映画上映：「風の匂い」

Ｈ２９/１２/７（木）
１３：３０～（開場１３：００）

黒崎ひびしんホール　大ホール

講演　演題：「出会いこそ、生きる力」
　　　　講師：サヘル・ローズさん（女優、タレント）
映画上映：「風の匂い」

Ｈ２９/１２/８（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２０１７
　人権に関するステージイベント、パネル展示や人権・福祉団体等による日常活動の紹介などを行い、楽
しい雰囲気の中で人権の大切さについて考える催し。
　中西圭三さんのミニコンサートと、菊池桃子さんの講演あり。 　※北九州市障害者芸術祭と共同開催

Ｈ２９/１１/２６（日）
１１：００～１６：４０

ウェルとばた

実践報告：福岡市立福浜小学校（予定）
テーマ：「福浜小学校における人権教育の取り組み（予定）」
 講演　演題：「奇跡の復帰゛光のステージ゛へ　闘病・ひきこもりを乗り越えた先にあるもの」
　　　　 講師：さくらい りょうこさん（エスペランサ）（講演家，フルート・オカリナ奏者）

H２９/１２/４(月)
１３:３０～１６:００

中央市民センター

実践報告：大原校区人権尊重推進協議会（予定）
テーマ：「考えよう 人の心を 人権を（予定）」
講演　演題：「部落差別をこえて～取材ノートから～」
　　　　講師：臼井 敏男さん（元朝日新聞論説委員・中央大学経済学部客員講師）

H２９/１２/４(月)
１３:３０～１６:００

西南学院大学チャペル

実践報告：博多区男女共同参画代表者会（予定）
テーマ：「「料理を作る男」ほか～博多区男女共朗読劇～（予定）」
講演　演題：「性同一性障がい～自分らしく生きるとは？～」
　　　　講師：虎井 まさ衛さん（作家）

H２９/１２/５(火)
１３:３０～１６:００

博多市民センター

実践報告：小規模多機能型居宅介護「三丁目の花や」（予定）
テーマ：「：「三丁目の花やの取り組みについて」～事業所のこと、地域との繋がりのこと～（予定）」
 講演　演題：「新ちゃんのお笑い人権高座～笑顔でくらす，願いに生きる～」
　　　　 講師：露の 新治さん（落語家）

H２９/１２/６(水)
１３:３０～１６:００

西市民センター

実践報告：福岡市立老司小学校（予定）
テーマ：「老司小学校人権教育の取組（予定）」
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）

H２９/１２/７(木)
１３:３０～１６:００

南市民センター

実践報告：若宮小学校PTA（予定）
テーマ：「今までの活動と，これからの活動について（予定）」
 講演　演題：「貧困と人権～つながりの中で生きるために～」
　　　　　講師：湯浅 誠さん（社会活動家・法政大学教授）

H２９/１２/８（金）
１３:３０～１６:００

東市民センター（なみきホール）

実践報告：NPO法人キーアセット及び城南区在住の里親（予定）
テーマ：「「地域で子どもをはぐくもう」～里親制度への取り組みと体験談～（予定）」
講演　演題：「「赤ちゃんポストは，それでも必要です」～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）

H２９/１２/９(土)
１３:３０～１６:００

城南市民センター

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４６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
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大牟田市 第３２回人権フェスティバル
「新ちゃんのお笑い人権高座」
出演：露の新治さん（落語家）

Ｈ２９/１２/７(木)
１８：３０～（開場１８：００）

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１６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
・　講演　演題：「水俣病患者家族に生まれて」
　　　　　　講師：杉本　肇さん（水俣市立水俣病資料館語り部）

Ｈ２９/１２/２（土）
９：３０～１５：１５（講演１３：３０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

２０１７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：「伝えたいこと　～　『よき日』への願い」
 　　　　　 講師：武末　龍泰さん（久留米市啓発・研修講師団講師）

Ｈ２９/1２/７（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

２０１７市民のつどい

・　人権作品の紹介
・　明星中校区人権のまちづくり推進協議会の取り組み紹介
・　明星中学校劇「れんこんの詩」
・　人権に関するパネル展示

Ｈ２９/１２/９（土）
１４：００～１６：００

久留米シティプラザ
ザ・グランドホール

久留米市人権啓発センター
ＴＥＬ：０９４２－３０－７５００
ＦＡＸ：０９４２－３０－７５０１

２０１７三潴地域人権講演会

・　人権作品発表
・　人権作品展示
・　講演　演題：「スマホ・ネット・ゲームと子どもたち～あらためて考える影響と対策～」
 　　　　　 講師：古野　陽一さん（NPO子どもとメディア専務理事）

Ｈ２９/１２/１２（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

２０１７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：「みんなちがってみんないい！」
 　　　　　 講師：友・遊・YOUバンド

Ｈ２９/１２/１６（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 人権問題講演会
オカリナ演奏と語りの人権コンサート
テーマ：「現代の人権問題について考える―よりよい私たちのまちづくりをめざして―」
講師：山口裕之さん（マザー・アース人権啓発研究所　主宰）

Ｈ２９/１２/１１(月)
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
ＴＥＬ：０９４９－２５－２１３８

田川市 人権週間講演会２０１７
　講演　演題：「尊厳回復の願いとわたしの闘い～ハンセン病を生きて～」
　　　　　講師：森元　美代治さん（元 ハンセン病全国原告団協議会事務局次長）

Ｈ２９/１２/２（土）
１４：００～１６：００（開場１３：３０）

福岡県立大学　講堂
田川市役所人権・同和対策課
ＴＥＬ：０９４７－８５－７１３３
（内線：１５３、１５４）

柳川市
平成２９年度
柳川市　人権を考えるつどい

・講演　演題：「夢に向かって」
　　　　　講師：廣道　純さん（プロ車いすランナー）
・　アトラクション
　　片野　聡さん（篠笛奏者）

Ｈ２９/１２/１０（日）
１３：３０～（開場１３：００）

柳川総合保健福祉センター
「水の郷ホール」

柳川市人権・同和教育推進室
ＴＥＬ：０９４４－７７－８８４２
ＦＡＸ：０９４４－７４－２７０７

八女市 スマイルフェスタやめ２０１７

・　小学生による合唱
・　人権作文の発表　出演：市内小・中学生
・　人権パネル展示
・　ミニ演奏会 　「あなたはあなたのままで」　奏者：野田あすかさん
・　講演　演題：「発達障害の娘との３０年」
　　　　　　　　　講師：野田恭子さん　　　　　　　など
※講演終了後、野田あすかさんCDブック販売、アザレア苗木無料配布

Ｈ２９/１２/２（土）　１１：００～１６：００ 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

筑後市
第３５回
筑後市人権を考える市民のつどい

講演会　演題：「自分らしくきらきら生きる」
 　　　　　 講師：浦田　理恵さん（２０１２ロンドンパラリンピックゴールボール金メダリスト）

Ｈ２９/１１/３０（木）
１４：００～（受付１３：３０～）

サザンクス筑後　小ホール
筑後市人権・同和対策室
ＴＥＬ：０９４２－６５－７０３９
FAX ：０９４２－５４－０３３６

大川市
平成２９年度
大川市人権週間講演会

・　DVD視聴　題名：「出会いから学ぶ　～しなやかな新世代・高田美樹～」
・　開会行事
・　講演　演題：「「支え合う社会作り」～共に素敵な生き方を～」
 　　　　　 講師：山本　美也子さん（NPO法人はぁとスペース代表）
・　閉会行事

Ｈ２９/１１/２８（火）
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



市町村 名称 内容 日時・受付時間等 会場名 担当部局・連絡先

行橋市
平成２９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：「歴史の中の人権 ～日本人の人権意識～」
　　　　　　  講師：井沢 元彦さん
                          （大正大学表現学部、種智院大学人文学部客員教授、日本ペンクラブ会員）

Ｈ２９/１２/９（土）
１３：３０～１５：３０

コスメイト行橋
行橋市　総務部人権政策課
ＴＥＬ：０９３０－２５－１１１１（内線１３３２）
ＦＡＸ：０９３０－２４－３４４１

豊前市
「２０１７豊前市人権のつどい」
～それぞれの知恵と行動で生みだ
す防災～

・　講演　演題：「気づきからはじまる防災～人権の視点から考えよう～」
　　　　　　講師：柳原　志保さん(歌うママ防災士)
・　人権標語表彰式、地元自主防災会の活動報告、展示　など

Ｈ２９/１１/１８(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
(内線１５０７・１５１０)

平成２９年度
人権週間及び障がい者週間
【人権作品展】

【展示内容】
・小学生人権ポスター
 ・中学生人権標語
・「人権の花」活動内容（中間市立中間東小学校３年生）
・「人権啓発」「男女共同参画」川柳応募作品

Ｈ２９/１２/１（金）～１２/１０（日）
中間市中央公民館　ロビー
※掲示場所は変更になる場合あ
り。

平成２９年度
中間市人権問題講演会

演題：「病気をしたけど　今が一番幸せ」
講師：落水　洋介さん

Ｈ２９/１２/７（木）　１８：００～ 中間市中央公民館　講堂

小郡市 小郡市人権週間記念講演会

・　人権作文発表会
・　記念講演　演題：「みんなハッピーに暮らすには〜生活者目線でみる社会問題〜」
　　　　　　　　   講師：谷口真由美さん（大阪国際大学准教授）

Ｈ２９/１２/１０（日）
１４：００～　（開場１３：３０）

小郡市文化会館　大ホール
小郡市人権・同和対策課
ＴＥＬ：０９４２－７２－２１１１（内線４３２）

筑紫野市 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 Ｈ２９/１１/２９（水）～１２/１０（日）
生涯学習センター、市内各コミュニ
ティセンター、カミーリヤ等

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

春日市 人権パネル展
展示パネル
・　「地域社会とハンセン病問題～わたしたちが加害者とならないために～」
・　「人権の花運動」

①Ｈ２９/１２/４(月)～Ｈ２９/１２/１２(火)
②Ｈ２９/１２/１４(木)～Ｈ２９/１２/２６(火)

①春日市役所１階市民ホール
②春日市ふれあい文化センター
　　新館１階ふれあいプラザ

春日市人権市民相談課
ＴＥＬ：０９２－５８４－１２０１
ＦＡＸ：０９２－５８４－１１８１

平成２９年度　人権週間パネル展 市内小中学生が制作した人権標語と図画ポスターの展示 Ｈ２９/１２/２（土）～Ｈ２９/１２/１０（日） 大野城まどかぴあ　１階ギャラリーモール

平成２９年度
大野城市人権週間講演会

講演　演題：「いのちの叫び～禎子の生涯～」
　　　　講師：佐々木　雅弘さん（ＮＰＯ法人　ＳＡＤＡＫＯ　ＬＥＧＡＣＹ　理事長）

Ｈ２９/１２/８（金）
１８：３０～（開場１８：００）

大野城まどかぴあ　１階　多目的ホール

宗像市
平成２９年度　人権啓発作品展
市民が創る人権確立の世界

①市内児童生徒による標語・ポスター・人権作文等
②人権の花「ひまわり」運動パネル
③障がい者による絵画、絵手紙、写真等

Ｈ２９/１２/８（金）～１２/１０（日） 宗像ユリックス　イベントホール前ロビー
宗像市人権対策課
ＴＥＬ：０９４０－３６－１２７０

太宰府市 人権週間街頭啓発
街頭啓発（「人権週間」、「女性に対する暴力をなくす運動」期間、「男女共同参画市民フォーラム」、「北朝
鮮拉致人権侵害」の周知）

Ｈ２９/１１/２７（月）１６：３０～（予定）
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

太宰府市市民生活部人権政策課
ＴＥＬ：０９２－９２１－２１２１（内線４４３）

古賀市 いのち輝くまち☆こが２０１７

【午前の部】
・　ステージ発表：「輝かせよう！古賀西の宝」古賀西小学校
・　人権作文発表
・　講演　演題：「人生の教科書」
 　　　　　 講師：古賀　稔彦さん（柔道家、全日本柔道女子強化委員）

【午後の部】
・　第１分科会　「チャレンジ　～つながりづくりにむけて～」
 　　　　　　　　　　　舞の里３区シニアクラブ、介護支援課、地域で子育て応援の会おそらのしたで♪
・　第２分科会　「チャレンジ　～他者とのかかわりをとおして～」
　　　　　　　　　　　 花鶴小学校、舞の里小学校、古賀東中学校
・　特別講座　第５回みんなの人権セミナー
　　　　　　　　　 演題：「ルーツを大切に、自分らしく生きる」
 　　　　　　　　　講師：武田　緑さん（一般社団法人コアプラス代表理事）
・　古賀特別支援学校生徒作品やなのみ工芸のさをり織り作品、人権ポスター、標語展示
・　パネル展「地域と企業のつながり」

Ｈ２８/１２/１０（日）
１０：００～（受付９：３０～）

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
中間市　人権男女共同参画課（人権センター）
ＴＥＬ：０９３－２４５－３５１１

大野城市
企画政策部人権男女共同参画課
ＴＥＬ：０９２－５８０－１８４０
ＦＡＸ：０９２－５７３－５３８０



市町村 名称 内容 日時・受付時間等 会場名 担当部局・連絡先

人権標語・ポスター展 人権標語・ポスター展
Ｈ２９/１２/４（月）～Ｈ２９/１２/１０（日）
　ただし１２/４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：「小よく大を制す」
講師：舞の海　秀平さん（スポーツキャスター）

Ｈ２９/１２/９（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

【１２/２（土）】
・　（食文化）１２：００～１３：２０
 　　豚汁・ホルモン（無料）※なくなり次第終了。
・　（学習会）１３：３０～１５：００
　　 演題：「被差別部落の歴史から学ぶ」
　　 講師：竹森　健二郎さん（福岡県同和問題をはじめとする人権問題に係る啓発・研修講師団講師）

【１２/３（日）】　ピュアハートコンサート
・　（展示）　　１２：００～１６：００
 　　小・中学生、人権擁護委員による人権に関する展示
・　（バザー）　１２：００～１３：２５
　　 うきは市内の福祉施設・作業所等による販売
 ・　（講演会）　１３：３０～１５：００
　　 演題：「命をつなぐ～今私たちにできること～」
 　　講師：安武　信吾さん
・　 （ステージ）１５：００～１６：００
 　　小・中学生による人権学習発表、合唱等

Ｈ２９/１２/２（土）～Ｈ２９/１２/３（日） （１２/２）うきは市社会教育集会所
（１２/３） 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
（人権・同和対策室）
ＴＥＬ：０９４３－７５－４９８４

宮若市 人権講演会
演題：「同和問題の現状と解決への展望～部落差別解消推進法施行を機に改めて考える～」
講師：馬場　周一郎さん
          （（公財）人権教育啓発推進センター上級特別研究員、福岡県同和人権問題講師団講師）

Ｈ２９/１１/２９（水）
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
人権週間講演会
「嘉麻市人権のつどい」

講演会　演題：「笑って元気な口演会」　～身近にある人権～
　　　　　　講師：矢野　大和さん（鷹鳥屋神社　宮司、おおいた観光特使）

Ｈ２９/１２/９（土）
１０：３０～（開場１０：００）

夢サイトかほ　文化ホール
嘉麻市嘉穂隣保館
ＴＥＬ：０９４８－５７－００３２

みやま市 みやま市人権啓発講演会
・　オープニング：人権擁護委員　柳川座による人権劇
・　講演　演題：「「障害を持つ息子へ」～息子よ。そのままで、いい。～」
　　　　　　講師：神戸　金史さん（ＲＫＢ毎日放送　報道制作局　東京報道部長）

Ｈ２９/１２/３（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

「校庭に東風吹いて」 Ｈ２９/１１/２５（土）　１０：００～ 桜野公民館
「彼らが本気で編むときは、」 Ｈ２９/１２/ ２（土）　１０：００～ 波多江公民館
「はなちゃんのみそ汁」 Ｈ２９/１２/ ２（土）　１０：００～ 前原公民館
「石井のおとうさんありがとう」 Ｈ２９/１２/ ２（土）　１０：００～ 可也公民館
「校庭に東風吹いて」 Ｈ２９/１２/ ２（土）　１３：３０～ 前原南公民館
「はなちゃんのみそ汁」 Ｈ２９/１２/ ２（土）　１３：３０～ 加布里公民館
「徘徊　ママリン87歳の夏」 Ｈ２９/１２/ ２（土）　１３：３０～ 長糸公民館
「彼らが本気で編むときは、」 Ｈ２９/１２/２（土）　 １３：３０～ 深江公民館
「石井のおとうさんありがとう」 Ｈ２９/１２/ ２（土）  １４：００～ 雷山公民館
「校庭に東風吹いて」 Ｈ２９/１２/ ３（日）  ９：５０～ 南風公民館
「石井のおとうさんありがとう 」 Ｈ２９/１２/ ３（日）  １０：００～ 一貴山公民館
「石井のおとうさんありがとう 」 Ｈ２９/１２/ ３（日） １３：３０～ 怡土公民館
「この世界の片隅に」 Ｈ２９/１２/ ３（日） １３：３０～ 引津公民館
「この世界の片隅に」 Ｈ２９/１２/ ３（日） １９：００～ 姫島保健福祉館
「校庭に東風吹いて」 Ｈ２９/１２/９（土） １０：００～ 東風公民館
「僕がジョンと呼ばれるまで」 Ｈ２９/１２/１０（日）  １０：００～ 福吉公民館

那珂川町 第２３回人権フェスタなかがわ２０１７

テーマ：「ともにいきる～みんなでつながる笑顔の輪～」
・　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

Ｈ２９/１２/１０（日）
９：３０～

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４９２）

宇美町 街頭啓発 街頭啓発 Ｈ２９/１２/１（金） 役場周辺、ＪＲ宇美駅前
宇美町教育委員会 　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：「あん」
Ｈ２９/１２/４（月）
１９：００～（開場１８：３０～）

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：「夢と人～親としての、子どもとの接し方～」
　　　　　 　 講師：下地　敏雄さん（教育アドバイザー）

Ｈ２９/１２/３（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

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

福津市

人権映画祭糸島市

福津市役所　人権政策課
ＴＥＬ：０９４０－４３－８１２９



市町村 名称 内容 日時・受付時間等 会場名 担当部局・連絡先

須恵町 懸垂幕・のぼり旗の掲示 懸垂幕・のぼり旗の掲示 Ｈ２９/１２/２（土）～Ｈ２９/１２/９（土） アザレアホール須恵周辺
須恵町教育委員会 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２０１７

【第１部】　人権標語・ポスター表彰
【第２部】　金澤翔子さんによる揮毫
【第３部】　金澤泰子さんによる講演

Ｈ２９/１２/２（土） そぴあしんぐう　大ホール
新宮町総務課人権推進室
ＴＥＬ：０９２－９６３－１７３０

粕屋町 粕屋町人権を尊重する町民のつどい
【第１部】 ・　町主催による、児童、生徒の優秀人権作品の表彰と作文朗読発表
　　　　　 　・　PTA主催による、あいさつ運動優秀作品の表彰と作文朗読発表
【 第２部】 講演 　演題：「あずさからのメッセージ」
   　　　　　　　　　　講師：是松　いづみ　さん（教育・人権講演会講師）

Ｈ２９/１２/３（日）
１３：００～（受付１２：１５）

サンレイクかすや　さくらホール
粕屋町社会教育課
ＴＥＬ：０９２－９３８－０２４３
ＦＡＸ：０９２－９３８－５６０１

芦屋町 第１９回芦屋町人権まつり
人権講演会、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 Ｈ２９/１２/９（土）　１０：００～ 芦屋町町民会館

生涯学習課　社会教育係
ＴＥＬ：０９３－２２３－３５４６

水巻町 人権週間のつどい

【第1部】　人権の花運動発表（朳小学校3年生）
【第2部】　シネマ上映会
　　　　　　　「いただきます　みそをつくるこどもたち」
　　　　　　　「その後のはなちゃんのみそ汁　ＧＩＦＴ」

H２９/１２/９（土）
１０：００～（開場９：３０）

水巻町中央公民館
水巻町教育委員会　生涯学習課
ＴＥＬ：０９３－２０１－４３２１（代表）

岡垣町 平成２９年度岡垣町人権講演会

・　人権アピール
　　「大切なもの」：山田小学校 ６年生による合唱・呼びかけ等
・　講演会
　　演題：「夢と人～親としての、子どもとの接し方～」
 　 講師：下地 敏雄さん（教育アドバイザー）
・　子どもイベント（ぬり絵、バルーンアート、輪投げ）

Ｈ２９/１２/２（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

岡垣町教育委員会　生涯学習課
ＴＥＬ：０９３－２８２－１２１１（代表）

遠賀町 ふれあい人権フェスタｉｎおんが
人権講演会や中学生による人権作文発表、物産コーナー「おんがマルシェ」や「出張としょかん」、「ふれ
あい子どもひろば」など

Ｈ２９/１２/１０（日）
９：４０～１３：００

遠賀町中央公民館
遠賀町役場福祉課　福祉人権係
ＴＥＬ：０９３－２９３－１２３４
ＦＡＸ：０９３－２９３－０８０６

小竹町 小竹町人権講演会
演題：「これからの人権教育について～人権三法の成立から～」
講師：松下 一世さん（佐賀大学教育学部教授）

Ｈ２９/１２/７（木）
１４：３０～（開場１３：３０）

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

鞍手町 人権コンサート、人権啓発シネマ
【人権コンサート】　ハナ（アコースティックバンド）
【人権啓発シネマ（ビデオ上映）】　「秋桜の咲く日」

Ｈ２９/１２/５（火）　１４：００～ 鞍手町中央公民館
鞍手町教育委員会　教育課生涯学習係
ＴＥＬ：０９４９－４２－７２００（代表）

桂川町 未定 未定 未定 未定
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
・　映画上映「いただきます　みそをつくるこどもたち」
・　トークショー　安武　信吾さん（プロデューサー）、ＶＩＮ　ＯＯＴＡさん（監督）

Ｈ２９/１２/９（土）
１４：００～１６：００（開場１３：３０）

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 映画上映　「徘徊　ママリン８７歳の夏」
Ｈ２９/１２/８（金）
１９：００～（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：「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（尼僧）

Ｈ２９/１２/３（日）
１３：３０（開場１３：００）

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
・　人権作文発表（町内小学６年生）
・　講演　演題：「災害と障がい」
　　　　　　講師：東俊裕さん（熊本学園大学教授）

Ｈ２９/１２/６（水）
１３：００～１６：００

こっぽーっとホール
（大木町総合体育館内）

大木町役場税務町民課
ＴＥＬ：０９４４－３２－１０６８

広川町 心をつなぐ「ひろか和」の集い

【トーク＆コンサート】
二人の子を持つ子育てシンガーmon（もん）さんによる人権コンサート
講師：高橋亜美（mon)さん　（歌手）

Ｈ２９/１２/９（土）
１３：３０～

広川町産業展示会館
広川町教育委員会　人権・同和教育係
ＴＥＬ：０９４３－３２－００９３（内線３１３）
ＦＡＸ：０９４３－３２－４２８７

香春町 人権啓発講演会

演題：「すべての人が幸せに生きる社会をめざして～在日コリアンの人権、ヘイトスピーチ解消法の意義
　　　　　と課題～」
講師：朴　康秀（パク　カンス）さん
　　　　（韓国民族打楽器チャンゴ（長鼓）演奏家、北九州市立若松中央小学校韓国学級講師）

Ｈ２９/１２/１３（水）
１９：００～（開場１８：３０）

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



市町村 名称 内容 日時・受付時間等 会場名 担当部局・連絡先

添田町 人権講演会
テーマ：「不揃いこそ普通　比べなくていいよ、君はキミ。」
講師：fucchiE さん(マルチシンガーソングライター)　※当日は、fucchiEさんによる手話歌ライブも予定

Ｈ２９/１２/５(火)
１８：３０～（開場１８：００）

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

糸田町 平成２９年度　人権講演会 未定 Ｈ２９/１２/７（木） 糸田町文化会館
糸田町役場教務課
ＴＥＬ：０９４７－２６－４０２４

川崎町 川崎町人権講演会
演題：「それって、ホントに愛？　～だから許したらいかんのよ～」
講師： 高木 里見 さん （NPO法人福岡ジェンダー研究所 理事）

Ｈ２９/１２/６（水）　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
演題
「一人ひとりが大切にされる人権のまちづくりをめざして～私たちが学ぶもの、次世代に手渡すもの～」
講師：オカリナ奏者　山口　裕之さん（マザー・アース人権啓発研究所　主宰）

Ｈ２９/１２/５（火）１３：３０～ 大任町役場　多目的ホール
大任町教育委員会　教育課
ＴＥＬ：０９４７－６３－３１１０

赤村
平成２９年度
赤村 「人権問題」講演会

未定 未定 未定
赤村役場住民課　人権同和対策室
ＴＥＬ：０９４７－６２－３０００

福智町
平成２９年度
福智町人権週間講演会

演題：「ぬくもりある人権のまち　福智町を目指して  ～　一人芝居「15才　学校Ⅳ」を通して　～」
講師：福永　宅司さん（子どもの学び館　代表取締役）

Ｈ２９/１１/２２（水）
１９：００～２１：００

福智町地域交流センター
福智町役場　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２０１７）人権講演会

演題：「明るく、楽しく、あきらめない生き方」
講師： 辻井いつ子さん（ラジオパーソナリティー、ピアニスト辻井伸行氏の母） Ｈ２９/１２/２（土）

１４：００～（開場１３：００）
苅田町総合保健福祉センター
（パンジー・プラザ）

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１２回みやこ町「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　演題：「これからも輝いて生きる」
　　　　　　講師：岡崎　有紀さん（女優）

Ｈ２９/１２/２（土）　１３：００～
みやこ町総合文化センター
サン・グレートみやこホール

みやこ町役場　総務課　人権男女共同参画室
ＴＥＬ：０９３０－３２－６００９
ＦＡＸ：０９３０－３２－６０１８

吉富町 人権講演会
演題：「支え合う社会作り～ともに素敵な生き方を～」
講師：山本　美也子さん（NPO法人　はぁとスペース代表）

Ｈ２９/１２/７（木）
１３：３０～１５：００（受付１３：１０）

吉富フォーユー会館
吉富町教務課
ＴＥＬ：０９７９－２３－５００６

上毛町 上毛町人権講演会
・　人権ポスター・デザイン標語表彰式
・　映画上映・講演　「徘徊ママリン８７歳の夏」
　　　　　　　　　　　　　講師：酒井　章子さん

Ｈ２９/１２/１０日（日）
１３：３０～（開場１２：３０）

げんきの杜　多目的ホール
上毛町役場住民課
ＴＥＬ：０９７９－７２－３１１１

展示会 築上町児童・生徒による人権作品展 Ｈ２９/１２/１(金）～１２/１０(日)
中央公民館、
コミュニティーセンター・ソピア

第６９回人権週間講演会

・人権作品表彰（１３：３０～）
　　人権標語(小学生の部・中学生の部)表彰
 　　人権ポスター(小学生の部・中学生の部)
・講演（１４：００～）
　 　映画：アニメ「めぐみ」
 　　報告：北朝鮮に拉致された日本人を救出する福岡の会　活動報告
 　　演題：「北朝鮮に引き裂かれた家族～初めて直接母と伝えたい～」
 　　講師：飯塚　耕一郎さん（拉致被害者：田口八重子さんのご子息）

Ｈ２９/１２/１０（日）
１３：３０～（開場１３：００）

築上町文化会館コマーレ
築上町役場人権課
ＴＥＬ：０９３０－５２－０００１（代表）

築上町


