１月・２月の人権啓発行事予定
都道府県、政令市、法務局、国連関連機関等から寄せられた行事予定、および当センター
の行事予定です。詳しくは各連絡先まで。＊手話通訳、要約筆記、託児サービスは事前に予
約が必要な場合があります。＊申込締切が過ぎたものも掲載しています。＊敬称略【行事予
定は、当センターのホームページ（http://www.jinken.or.jp）の「全国の人権啓発行事」コ
ーナーにも掲載しています】

茨 城
●平成 30 年度ヒューマンライツ・セミナー（第３日）ＬＧＢＴから考える人々の暮らし 講
師 河野陽介（多様な性を考える会にじいろ神栖代表）、部落差別をこえて～取材ノートから
～ 講師 臼井敏男（元朝日新聞論説委員）▽１月 22 日(火)13 時～16 時 30 分▽会場＝茨城
県水戸生涯学習センター▽主催＝県▽連絡先＝県保健福祉部人権施策推進室 電話０２９
（３０１）３１３５ ■要申込
栃 木
●生涯を通じた女性の健康を考える講座 講演：「ずっと輝いて生きるために」～女性ホル
モンで健康とキレイを手に入れよう～ 講師：対馬ルリ子（対馬ルリ子女性ライフクリニッ
ク銀座院長）▽２月２日(土)15 時～16 時 45 分▽会場＝パルティとちぎ男女共同参画セン
ター▽主催・連絡先＝栃木県とちぎ男女共同参画センター事業推進課 電話０２８（６６５）
８３２３ ■要申込（締切 2/1(金)） ＊託児あり（託児申込は 1/18 まで）
東 京
●起業スタートセミナー（第１回）
［都内在住・在勤・在学］
「ローリスク起業で仕事も暮ら
しも私らしく～あなたの理想を数値で見える化します」▽１月 19 日(土)13 時 30 分～16 時
30 分▽会場・主催＝東京ウィメンズプラザ▽連絡先＝企業スタートセミナー事務局 電話０
３（６８５４）９６９１ ■要申込（締切 1/8(火)）

＊託児あり

●起業スタートセミナー（第２回）
［都内在住・在勤・在学］
「気になる社会問題をビジネス
にする～エシカルというキーワードを通して～」▽２月２日(土)13 時 30 分～16 時 30 分▽
会場・主催＝東京ウィメンズプラザ▽連絡先＝企業スタートセミナー事務局 電話０３（６
８５４）９６９１ ■要申込（締切 1/8(火)） ＊託児あり
●アイヌ文様作品展・ＴＶアニメ「ゴールデンカムイ」パネル展▽1 月 12 日(土)～13 日
(日)12 日 13 時～20 時、13 日 10 時～17 時▽会場＝東京スカイツリータウンⓇ東京ソラマ
チⓇスペース６３４（イーストヤード 5 階）▽主催・連絡先＝都総務局人権部企画課 電話
０３（５３８８）２５８５

神 奈 川
●企業向けＬＧＢＴセミナー（３回連続講座）企業向けＬＧＢＴに関するセミナーを３回連
続で行う。③１月 25 日(金)10 時～正午▽会場＝③川崎市役所第４庁舎第６・７会議室▽主
催＝川崎市▽連絡先＝人権・男女共同参画室（岩切担当） 電話０４４（２００）２３１６
■要申込（各回１週間前迄（予定）
）
●ピープルデザインシネマ２０１９ 映画「カランコエの花」上映、トークショー（中川駿）、
当事者、支援者、家族による「情報共有ルーム」▽１月 17 日(木)17 時～20 時▽会場＝チネ
チッタ▽主催＝川崎市、特定非営利活動法人ピープルデザイン研究所▽連絡先＝人権・男女
共同参画室 電話０４４（２００）２３１６ ■要申込（締切 1/8）
●人権学校 ドリアン助川さんによる講演会▽２月６日(水)18 時 15 分～20 時▽会場＝川
崎市総合福祉センター▽主催＝川崎市▽連絡先＝人権・男女共同参画室 電話０４４（２０
０）２３１６ ＊手話通訳・要約筆記あり
静 岡
●平成 30 年度静岡市人権啓発講演会 テーマ「あきらめない心」講師 伊藤真波（北京・ロ
ンドンパラリンピック競泳日本代表）▽２月２日(土)13 時 30 分～15 時▽会場＝静岡市清
水文化会館マリナート大ホール▽主催＝静岡地域人権啓発活動ネットワーク協議会▽連絡
先＝静岡市役所福祉総務課 電話０５４（２２１）１３６６ ■要申込（締切 1/31） ＊手
話通訳・要約筆記あり
●平成 30 年度静岡県人権教育指導者研修会基調講演および課題別分科会▽２月７日(木)９
時 30 分～16 時 10 分▽会場＝静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ」▽主
催＝県教育委員会▽連絡先＝県教育委員会教育政策課人権教育推進室 電話０５４（２２１）
３１３３ ＊手話通訳あり

■要申込（締切 1/9）

愛 知
●人権ユニバーサルイベント in 名古屋 講演：違いを楽しめる社会をめざして～多様な性・
生き方を考える～ 講師 市川武史（on the Ground Project 株式会社エニシア代表）
、シンポ
ジウム：モデレーター高嶋舞（岡崎ビジネスサポートセンターOka-Biz 副センター長）前半
テーマ：家族、学生生活 今村彩子（「11 歳の君へ」映画監督）
、渡辺和泉（ＮＰＯ法人Ａ
ＳＴＡスタッフ）
、須藤海也（岐阜県総合医療センター職員）後半テーマ：職場 鍋嶋洋行
（大橋運輸株式会社代表）
、岡田桃歩（大橋運輸株式会社採用担当）、太田有矢（株式会社Ｇ
ｐｉｔ／トランスジェンダーのトータルサポート）
、上映：11 歳の君へ～いろんなカタチの
好き～、ライブ（30 分）▽会場＝伏見ライフプラザ５階鯱城ホール▽１月 24 日(木)13 時
30 分～16 時 45 分▽主催・連絡先＝県県民文化部人権推進室 電話０５２（９５４）６１６
７ ＊要約筆記あり

●第４回人権セミナー タイトル：
「見た目問題」ってなんだろう？～アルビノを通して考
える～」講師 薮本舞（アルビノ・ドーナツの会代表）▽２月 17 日(日)14 時～16 時▽会場
＝ソレイユプラザなごや研修室▽主催＝名古屋市、名古屋市教育委員会▽連絡先＝なごや
人権啓発センター 電話０５２（６８４）７０１７ ■要申込（締切 1/31(木)）
●第４回人権セミナー タイトル：
「いのち輝かせて～復元納棺の現場から～」講師 笹原留
似子（復元納棺師／株式会社桜代表取締役）▽２月 23 日(土)14 時～16 時▽会場＝ソレイ
ユプラザなごや研修室▽主催＝名古屋市、名古屋市教育委員会▽連絡先＝なごや人権啓発
センター 電話０５２（６８４）７０１７ ■要申込（締切 1/31(木)）
滋 賀
●平成 30 年度障害者理解を深めるための研修会 講師 東俊裕（熊本学園大学教授・弁護
士）
、障害者差別解消法の概要について、災害時障害者等に対する対応・対策について～熊
本地震での体験を通して～▽１月 19 日(土)13 時 30 分～15 時 30 分▽会場＝滋賀県立男女
共同参画センター（Ｇ－ＮＥＴしが） ■要申込（締切 1/14） ＊手話通訳・要約筆記あ
り
●平成 30 年度「さんかく塾」公開講演会 講演：
『おばちゃん目線で考えるニッポンの課題
と未来～なぜ男女共同参画は進まないの？～』講師 谷口真由美（大阪国際大学准教授、全
日本おばちゃん党代表代行）
（定員３００名、先着順）▽１月 26 日(土)13 時 30 分～16 時
▽会場＝滋賀県立男女共同参画センター"Ｇ－ＮＥＴしが”大ホール▽主催・連絡先＝滋賀県
立男女共同参画センター"Ｇ－ＮＥＴしが” 電話０７４８（３７）３７５１ ■要申込（締
切、１週間前まで） ＊手話通訳（1/11 までに要申込）
・託児サービス（１週間前までに要
申込）
京 都
●人権フォーラム「ＬＢＧＴなど性的少数者の人権問題について」ＬＧＢＴ（性的少数者）
に関する若者の意識や取組について紹介 講師 谷口洋幸（金沢大学准教授）▽１月 20 日
(日)13 時 30 分～16 時▽会場＝キャンパスプラザ京都▽主催＝府▽連絡先＝（公財）世界
人権問題研究センター 電話０７５（２３１）２６００ ■要申込（締切 1/17）＊手話通訳・
要約筆記あり
大 阪
●第 23 回さかい男女共同参画週間 男女平等社会の実現をめざして、平成 31 年１月 19 日
～26 日を「さかい男女共同参画週間」と定め、週間行事としてオープニング記念講演やワ
ークショップを実施▽１月 19 日(土)～１月 20 日(日)▽会場＝サンスクエア堺▽主催＝堺
市▽連絡先＝堺市市民人権局男女共同参画推進部男女共同参画推進課 電話０７２（２２８）
７４０８ ■要申込 ＊手話通訳・要約筆記・託児あり

●第３回人権教育セミナー

映画「めぐみ」上映会▽２月８日(金)14 時～15 時 40 分▽会

場＝堺市立東文化会館フラットホール▽主催＝堺市、堺市教育委員会、人権啓発活動堺・南
大阪地域ネットワーク協議会（大阪法務局堺支局・堺人権擁護委員協議会）▽連絡先＝堺市
市民人権局人権部人権推進課 電話０７２（２２８）７４２０ ■要申込（1/4 受付開始、
定員１８０人） ＊手話通訳・要約筆記あり
●第２回多文化共生楽習会「チョゴリと着物のちがいと魅力～ファッションから多文化共
生を考えよう～」韓国居住経験から学び、感じた、日韓文化の違いと魅力についての講演、
民族衣装（チョゴリと着物）の着付け体験等▽１月 27 日(日)13 時～16 時▽会場＝堺市立
町家歴史館山口家住宅▽主催＝堺市、人権啓発活動堺・南大阪地域ネットワーク協議会（大
阪法務局堺支局・堺人権擁護委員協議会）▽連絡先＝堺市市民人権局人権部人権推進課 電
話０７２（２２８）７４２０ ■要申込（締切 1/4(金)～1/18(金)抽選 30 人） ＊手話通
訳・要約筆記あり
和 歌 山
●「企業における人権」講演会［企業内人権研修担当者等］講演：ハラスメントの最新情報
と企業の防止対策 講師 三木啓子（アトリエエム株式会社代表取締役、産業カウンセラー）
▽新宮市１月 15 日(火)、和歌山市１月 16 日(水)13 時 30 分～15 時 30 分▽会場＝新宮市：
東牟婁総合庁舎３階大会議室、和歌山市：和歌山ビッグ愛▽主催＝県、経済産業省中小企業
庁委託事業▽連絡先＝県人権施策推進課 電話０７３（４４１）２５６６ ■要申込 ＊手
話通訳・要約筆記あり
鳥 取
●企業・市町村トップ人権セミナー 講演「職場におけるハラスメント問題の本質を考える」
（仮）講師 金子雅臣（職場のハラスメント研究所所長、労働ジャーナリスト）▽１月 30 日
(水)13 時 30 分～15 時 30 分▽会場＝とりぎん文化会館小ホール▽１月 31 日(木)13 時 30
分～15 時 30 分▽会場＝米子コンベンションセンター▽主催＝県▽連絡先＝県人権・同和
対策課 電話０８５７（２６）７５９０ ＊手話通訳・要約筆記あり ＊手話通訳・要約筆
記あり
高 知
●ソーレまつり２０１９ 記念講演会テーマ：「ちがい」を持つ人々との豊かな出会いに向
けて 講師 ロバートキャンベル（東京大学名誉教授・日本文学研究者）▽１月 27 日(日)13
時 30 分～15 時▽主催＝（公財）こうち男女共同参画社会づくり財団▽会場・連絡先＝こう
ち男女共同参画センター 電話０８８（８７３）９１００ ■要申込 ＊要約筆記・託児あ
り
●犯罪被害者支援講演会「13 歳、
『私』なくした私～性暴力と生きることのリアル～講師 山

本潤（
（一社）Spring 代表理事／SANE（性暴力被害者支援看護師））▽２月３日(日)13 時 30
分～15 時 30 分▽会場＝高知会館▽主催＝認定特定非営利活動法人こうち被害者支援セン
ター、
（公財）こうち男女共同参画社会づくり財団▽連絡先＝こうち男女共同参画センター
電話０８８（８７３）９１００ ■要申込 ＊託児あり
福 岡
●平成 30 年度「人権を考える企業のつどい」映画上映「人権啓発は企業にどんな力をもた
らすのか」講演：イクボス式マネジメント～働き続けられる職場をめざして講師 安藤哲也
（ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパンファウンダー／代表理事）▽１月 22 日(火)14 時～
15 時 50 分▽会場＝北九州市立男女共同参画センター・ムーブ▽主催＝北九州市、北九州市
教育委員会ほか▽連絡先＝北九州市教育委員会企画調整課 電話０９３（５８２）２３５７
＊手話通訳・要約筆記あり
●県民講座２０１８第５回

講演：夢と絆講師 蓮池薫（新潟産業大学経済学部准教授）▽

１月 27 日(日)13 時～14 時 30 分▽会場＝リーパスプラザこが中央公民館大ホール ＊手話
通訳・要約筆記あり
●県民講座２０１８第６回

講演：
「私」からはじめる「私たち」の多様性社会～「ちがい」

と「まちがい」の境界線～ 講師 三木幸美（（公財）とよなか国際交流協会）▽２月９日(土)13
時 10 分～15 時 10 分▽会場＝クローバープラザ東棟７階視聴覚研修室▽いずれも主催＝
県、
（公財）福岡県人権啓発情報センター▽いずれも連絡先＝（公財）福岡県人権啓発情報
センター 電話０９２（５８４）１２７１
長 崎
●企業人権啓発セミナー（後期）
［長崎県内に事業所のある企業・団体］講座３：企業と人
権～差別解消三法と企業の課題～、講座４：職場のメンタルヘルスとハラスメント～現状と
課題～▽１月 24 日(木)、１月 25 日(金)13 時 30 分～16 時 40 分▽会場＝1/24 長崎県市町
村会館６階中会議室（長崎市）
、1/25 アルカスＳＡＳＥＢＯ研修室２（佐世保市）▽いずれ
も主催・連絡先＝県人権・同和対策課 電話０９５（８２６）２５８５ ■要申込
熊 本
●人権啓発ミニ講座：インターネットによる人権侵害 講師 松川由美（モバイル・ネット
ワーク研究所代表）１月 18 日(金)14 時 15 分～15 時 15 分▽いずれも会場＝熊本県人権セ
ンター▽いずれも主催・連絡先＝県人権同和対策課 電話０９６（３３３）２２９９
鹿 児 島
●鹿児島県人権啓発フェスティバル「出水市じんけんフェスタ２０１８」講演会、車椅子バ
スケットボール体験▽１月 26 日(土)15 時～16 時 30 分▽会場＝出水市音楽ホール、出水市

立体育館▽主催＝出水市、県、鹿児島地方法務局▽連絡先＝出水市市民生活課 電話０９９
６（６２）２１１１ ＊手話通訳あり
（公財）人権教育啓発推進センター
●企画展示 「ハンセン病を考えることは、人間を考えること」富永夏子写真展▽12 月 10
日(月)～１月 25 日(金)９時～17 時（土・日・祝日休館）▽会場・主催・連絡先＝人権ライ
ブラリー 電話０３（５７７７）１９１９
●定期上映会 「気づいて一歩ふみだすための人権シリーズ５ お互いの本当が伝わる時－
障害者－」
「気づいて一歩ふみだすための人権シリーズ６ わからないから、確かめ合う－コ
ミュニケーション－」
「ハラスメントを生まないコミュニケーショングレーゾーン事例から
考える」▽１月 16 日(水)14 時～15 時 30 分▽会場・主催・連絡先＝人権ライブラリー 電
話０３（５７７７）１９１９

