
７月・８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】 

 

 

【北 海 道】 

◆北海道日本ハムファイターズ公式戦における街頭啓発 パンフレット・リーフレット・啓発冊子の配

布、各種パネル展示▽７月 18日(火)11時～12時 30分▽会場＝函館千代台公園野球場（オーシャンスタ

ジアム）前▽主催＝函館地方法務局人権擁護課、函館人権擁護委員協議会▽連絡先＝函館地方法務局人

権擁護課 電話０１３８（２３）９５２８ 

 

【青 森】 

◆あおもりウィメンズアカデミー 公開講座「あおもりの未来を担う女性リーダーへ～男女共同参画社

会とはどんな社会なのか～」講師 大槻奈巳（聖心女子大学教授）▽７月８日(土)13時～14時 30分▽会

場＝アピオあおもり（青森市）▽主催・連絡先＝青森県男女共同参画センター 電話０１７（７３２）１

０８５ ■要申込（締切 6/30） ＊託児あり 

 

【茨 城】 

◆すべての拉致被害者を救出するぞ！国民の集い in いばらき ▽７月 23 日(日)13 時 30 分～17 時 ■

要申込（締切 7/10） ▽会場＝常陽藝文センター（水戸市）▽主催＝政府拉致問題対策本部、茨城県、

水戸市▽連絡先＝県人権施策推進室 電話０２９（３０１）３１３５ 

◆平成 29 年度人権啓発講演会 講演「違いを楽しみ、力にかえる」講師 にしゃんた（羽衣国際大学教

授）▽８月 10日(木)13時～15時 15分▽会場＝牛久市中央生涯学習センター文化ホール▽主催＝県、県

教育委員会、牛久市、牛久市教育委員会、茨城県人権啓発活動ネットワーク協議会▽連絡先＝茨城県人

権啓発推進センター 電話０２９（３０１）３１３６ ■要申込 ＊手話通訳・託児あり 

 

【栃 木】 

◆「新しい家族のカタチ～主夫芸人が語る〝シュフ業〟のこと～」講師 中村シュフ（主夫芸人）▽７月

22 日(土)13 時 30 分～15 時 30 分▽会場・主催・連絡先＝パルティとちぎ男女共同参画センター（宇都

宮市）  電話０２８（６６５）８３２３ ■要申込（締切 7/7） ＊託児あり 

 

【群 馬】 

◆とらいあんぐるＬＧＢＴ講演会 講演「ＬＧＢＴってなんだろう？」講師 ＮＰＯ法人Ｒｅ：Ｂｉｔメ

ンバー▽７月 20 日(木)13 時 30 分～15 時▽会場＝ぐんま男女共同参画センター（とらいあんぐる）（前

橋市）▽主催・連絡先＝群馬県ぐんま男女共同参画センター 電話０２７（２２４）２２１１ ■要申込 



 

【埼 玉】 

◆Ｗｉｔｈ Ｙｏｕさいたま女性防災フォーラム▽７月 11 日(火)13 時～16 時 30 分▽会場・主催・連絡

先＝埼玉県男女共同参画推進センター（Ｗｉｔｈ Ｙｏｕさいたま）（さいたま市） 電話０４８（６０１）

３１１１ ■要申込（締切 7/10） ＊託児あり 

◆性暴力防止セミナー 講演「性犯罪被害にあうということ」講師 小林美佳▽７月 26日(水)13時 30分

～15時 30分▽会場＝埼玉県男女共同参画推進センター（Ｗｉｔｈ Ｙｏｕさいたま）▽主催＝埼玉県男

女共同参画推進センター、さいたま市男女共同参画推進センター▽連絡先＝埼玉県男女共同参画推進セ

ンター 電話０４８（６０１）３１１１ ■要申込（締切 7/25） ＊託児あり 

◆［人権尊重社会をめざす県民運動強調月間］ヒューマンフェスタ２０１７in 越谷 人権講演会、子ど

も人権メッセージ、人権啓発展示、高校生によるミニコンサート▽８月 23日(水)10時～15時 30分▽会

場＝越谷コミュニティセンター「サンシティホール」▽主催＝県、県教育委員会、埼玉県人権啓発活動

ネットワーク協議会、人権尊重社会をめざす県民運動推進協議会▽連絡先＝県人権推進課 電話０４８

（８３０）２２５５ ＊手話通訳あり 

 

【千 葉】 

◆平成 29年度人権問題講演会 講演「絆～人生を変えた様々な出会い」講師 京谷和幸（元Ｊリーガー・

元車椅子バスケットボール日本代表選手）▽８月３日(木)13 時 20 分～16 時▽会場＝千葉市文化センタ

ー▽主催・連絡先＝県健康福祉政策課人権室 電話０４３（２２３）２３４８ ■要申込（締切 7/12 必

着） ＊手話通訳・要約筆記あり 

 

【神 奈 川】 

◆平成 29 年度「平和を語る市民のつどい」講演「被爆体験を語り継ぐために（仮）」①ヒロシマの話、

講師 森政忠雄（川崎市折鶴の会会長）②ナガサキの話 講師 日本非核宣言自治体協議会、ミニコンサー

ト（東京交響楽団メンバーによる弦楽四重奏）▽８月５日(土)13 時 30 分～16 時▽会場＝川崎市平和館

▽主催・連絡先＝川崎市人権・男女共同参画室 電話０４４（２００）２３１６ ■要申込（締切 7/21） 

＊手話通訳・要約筆記・託児あり 

 

【長 野】 

◆あいとぴあ男女共同参画フォーラム テーマ「女性と貧困～知らないと見えない貧困のシグナル～」

報告：横浜市男女共同参画推進協会、講演：講師 さいきまこ（漫談家）▽７月７日(金)13 時 10 分～15

時 20分（予定）▽会場・主催・連絡先＝長野県男女共同参画センター（岡谷市）  電話０２６６（２２）

５７８１ ＊要約筆記・託児あり 

◆［人権について考える強調月間］長野県人権啓発センター企画展～満蒙開拓と人権～▽７月 29 日(土)

～８月 12日(土)▽会場＝長野県人権啓発センター（千曲市）▽主催・連絡先＝県人権・男女共同参画課 電

話０２６（２３５）７１０６ 

◆長野県人権教育リーダー研修会［学校・地域・企業等の人権教育担当者］▽【東北信会場】全体講演

「教育的に不利な環境に暮らす子どもたちの社会的自立をめざして～特に、学校と家庭・地域の連携を



意識して～」講師 桒原成壽（全国人権教育研究協議会代表理事）、分科会（県内各地域における先進的

な取組についての実践発表）８月 25 日(金)９時～15 時 45 分 会場＝千曲市更埴文化会館▽【中南信会

場】全体講演「痛み捨ての戻り通」講師 伊波敏男（作家・人権教育研究家）、分科会（県内各地域にお

ける先進的な取組についての実践発表）８月 31 日(木)９時～15 時 45 分 会場＝長野県総合教育センタ

ー（塩尻市）▽両会場とも主催＝県、県教育委員会▽連絡先＝県教育委員会事務局心の支援課 電話０２

６（２３５）７４５０ ■要申込（締切 8/1） ＊手話通訳あり 

 

【岐 阜】 

◆生き合いセミナー「多様性が拓く組織と地域の未来～ダイバーシティ時代の人権を考える～」講師 田

村太郎▽８月３日(木)13時 30分～15時 30分▽会場＝わかくさプラザ（関市）▽主催・連絡先＝県環境

生活部人権施策推進課 電話０５８（２７２）８２５０■要申込（締切 7/21） 

 

【愛 知】 

◆あいち人権啓発プラザ企画展「ハンセン病を正しく理解するために」パネル展示、ＤＶＤ上映、ハン

セン病に関する書籍・療養所入所者等▽８月７日(月)～８月 31 日(木)９時～17 時 15 分▽会場＝あいち

人権啓発プラザ（名古屋市）▽主催＝県、愛知県藤楓協会▽連絡先＝県人権推進室 電話０５２（９５４）

６１６７ 

◆あいち人権啓発プラザ企画展講演会「ハンセン病を正しく理解するために」①ＤＶＤ上映「今、伝え

たいこと～愛知県出身ハンセン病療養所入所者の証言記録～」②講演会 講師 髙木智子（朝日新聞社会

部記者）ほか▽８月 23 日(水)14 時～16 時▽会場＝愛知県東大手庁舎（名古屋市）▽主催＝県、愛知県

藤楓協会▽連絡先＝県人権推進室 電話０５２（９５４）６１６７ 

 

【三 重】 

◆フレンテまつり２０１７ｗｉｔｈイザ！カエルキャラバン！ フレンテみえ登録団体の展示や活動発

表、楽しく防災と男女共同参画について学べる体験ワークショップ▽７月２日(日)10 時～15 時 30 分▽

会場・主催・連絡先＝三重県男女共同参画センター  電話０５９（２３３）１１３０ ＊託児あり 

◆女性のための自己主張トレーニング［県内在住・在勤の女性で自己主張トレーニングの受講が初めて

の方対象］▽７月８日(土)、15日(土)いずれも 10時～12時▽会場・主催・連絡先＝三重県男女共同参画

センター「フレンテみえ」（津市）  電話０５９（２３３）１１３０ ■要申込（締切 5/11必着） ＊託

児あり 

 

【滋 賀】 

◆さんかく塾▽【第２回講座】「介護と仕事の両立術～介護で仕事をあきらめない～」講師 内橋康彦（介

護離職ストッパー、スタート・ケア代表）７月 15 日(土)13 時 30 分～16 時▽【第３回講座】「いざとい

うときに備える！～男女共同参画で考える防災・減災～」講師 相川康子（ＮＰＯ政策研究所専務理事）

８月５日(土)13 時 30 分～16 時▽いずれも会場・主催・連絡先＝滋賀県立男女共同参画センター（近江

八幡市） 電話０７４８（３７）３７５１ ■要申込 ＊託児あり 

◆デートＤＶ防止啓発セミナー デートＤＶについて、基礎的な知識を習得し、理解を深める。▽８月



17日(木)13時 30分～16時▽会場・主催・連絡先＝滋賀県立男女共同参画センター（近江八幡市） 電話

０７４８（３７）３７５１ ■要申込（締切 8/10） 

 

【京 都】 

◆企業向け人権啓発講座【第３回】「同和問題の現状と啓発・研修の課題」、講演：講師 石元清英（関西

大学社会学部教授）▽７月 13日(木)14時～16時 ■要申込（締切 7/6）▽会場＝京都市男女共同参画セ

ンターウイングス京都▽いずれも主催・連絡先＝京都市人権文化推進課 電話０７５（３６６）０３２２ 

 

【兵 庫】 

◆平成 29 年度男女共同参画週間記念事業 ひょうごフォーラム 講師 水無田気流▽７月７日(金)13 時

30 分～15 時 30 分▽会場＝クリスタルホール（神戸市）▽主催・連絡先＝兵庫県立男女共同参画センタ

ー企画啓発課 電話０７８（３６０）８５５０ ■要申込 

◆【心かよわす市民運動月間】▽子ども・じんけんサッカー教室［兵庫県内の小学生と保護者対象］サ

ッカーを通じて、仲間との絆や思いやりの大切さを学ぶ ７月 29日(土)16時～17時 30分 会場＝ノエ

ビアスタジアム神戸 芝生広場 主催＝神戸人権啓発活動地域ネットワーク協議会 ■要申込▽［心か

よわす親子映画大会］「くちびるに歌を」「スマホの安全な使い方教室」８月２日(火)①９時 45分～12時

45 分、②13 時 30 分～16 時 30分 会場＝神戸文化ホール 主催＝神戸人権啓発活動地域ネットワーク

協議会▽［心かよわす市民のつどい］人権講演会「私が『あきらめない心』を語るなら～マイナスをプ

ラスにして努力する～」講演 佐野有美（車椅子のアーティスト）８月 22日(火)13時 30分～15時 45分 

会場＝神戸文化ホール主催＝神戸市、神戸市教育委員会 ■要申込 ＊手話通訳・要約筆記・託児あり 

▽連絡先＝神戸市人権推進課 電話０７８（３２２）５２３４  

◆［人権文化を進める県民運動推進強調月間］ひょうご・ヒューマンフェスティバル２０１７in いたみ 

人権講演会、ふれあいステージ、キャラクターショー、障害者スポーツ体験、パネル展示、人権相談、

ファミリーシネマほか▽８月 26 日(土)10 時 15 分～15 時 30 分▽会場＝伊丹市立文化会館（いたみホー

ル）▽主催＝県、県教育委員会、伊丹市、伊丹市教育委員会、神戸地方法務局、（公財）兵庫県人権啓発

協会ほか▽連絡先＝（公財）兵庫県人権啓発協会 電話０７８（２４２）５３５５ ＊手話通訳・要約筆

記あり 

 

【和 歌 山】 

◆人権を考える公開講座「スマホ・ケータイ安全教室」講師 ＫＤＤＩスマホ・ケータイ安全教室事務局

▽７月８日(土)14時～15時 30分▽会場＝和歌山ビッグ愛（和歌山市）▽主催＝県、（公財）和歌山県人

権啓発センター▽連絡先＝（公財）和歌山県人権啓発センター 電話０７３（４３５）５４２０ ■要申

込 ＊手話通訳・要約筆記・託児あり 

◆ぱん工房かたつむり見学ツアー～就労支援事業所ってどんなとこ？～［小学生以上、小学生の場合は

保護者同伴］ビジネスと成功している就労支援事業所を見学し、障がい者の自立や生きがいとは何かを

学ぶ▽①７月 25日(火)８時 30分～12時 ■要申込（締切 7/21）②８月４日(金)８時 30分～12時  

■要申込（締切 8/2）▽両日とも会場＝集合場所：県民交流プラザ和歌山ビッグ愛北口、訪問先：ぱん工

房かたつむり▽主催＝県、（公財）和歌山県人権啓発センター▽連絡先＝（公財）和歌山県人権啓発セン



ター 電話０７３（４３５）５４２０ 

◆子どもといっしょに！「みんなたいせつ」［子どもと大人一緒に参加］幼児向け人権啓発プログラム「み

んなたいせつ」を用い、読み聞かせやスキンシップを通して人のあたたかさや命の大切さを学ぶ▽①８

月 26 日(土)10 時～12 時 会場＝岩出市民俗資料館 ②８月 27 日(日)10 時～12 時 会場＝田辺市文化

交流センターたなべる▽主催・連絡先＝県、（公財）和歌山県人権啓発センター 電話０７３（４３５）

５４２０ ■要申込 

 

【広 島】 

◆平成 29年度人権啓発指導者養成研修会ヒューマンライツ夏セミナー［県内の企業・団体・市町の人権

啓発担当者］テーマ：「知ろう！人権の歴史と啓発の手法～理解を深め、日常に活かす～」講義・グルー

プワーク「参加型の人権啓発・研修とその背景」講師 桜井高志（桜井・法貴グローバル教育研究所）、「職

場と人権～同和問題を改めて考える、今大切なこと～」講師 馬場周一郎（ジャーナリスト、（公財）人

権教育啓発推進センター上級特別研究員）▽【福山会場】７月 11 日(火)10 時～15 時 会場＝まなびの

館ローズ・コム（福山市生涯学習プラザ）▽【広島会場】①７月 12日(水)②８月４日(金)10時～15時 会

場＝エソール広島（広島市）▽両会場とも主催・連絡先＝県人権男女共同参画課 電話０８２（５１３）

２７３４ ■要申込（締切 7/7） ＊要約筆記あり 

 

【山 口】 

◆人権ふれあいフェスティバル 講演会、コンサート、人権に関する児童生徒作品（ポスター）表彰式、

人権啓発資料展示、アトラクションほか▽８月 19日(土)10時 30分～15時▽会場＝周南市文化会館▽主

催＝県、県教育委員会、周南市、周南市教育委員会、山口地方法務局、山口県人権擁護委員連合会、周

南人権啓発活動地域ネットワーク協議会▽連絡先＝県人権対策室 電話０８３（９３３）２８１０ ＊手

話通訳・要約筆記あり 

 

【愛 媛】 

◆地域社会人権・同和教育リーダー研修会［地域社会や職場等における人権・同和教育の推進者］①８

月１日(火)10時～16時▽会場＝東予地方局②８月４日(金)10時～16時▽会場＝愛媛県生涯学習センター

③８月９日(水)10時～16時▽会場＝愛媛県歴史文化博物館▽主催・連絡先＝県教育委員会社会啓発係 電

話０８９（９１２）２９６１ ■要申込（締切 7月中旬） 

 

【高 知】 

◆【「部落差別をなくする運動」強調旬間】第 44 回「部落差別をなくする運動」啓発事業 講演「出会

い・つながり・絆」講師 谷本直也（和太鼓ユニット「絆」代表）、和太鼓演奏（和太鼓ユニット「絆」）

▽７月 16日(日)14時～16時▽会場＝高知市文化プラザ▽主催＝県、県教育委員会、（公財）高知県人権

啓発センター▽連絡先＝県人権課 電話０８８（８２３）９８０４ ＊手話通訳・要約筆記・託児あり 

◆わたしのためのリフレッシュタイム 上映作品「スープ・オペラ」［ソーレ図書利用カード提示］映画

上映会か読書タイムを選択▽８月 18 日(金)18 時 30 分～20 時 30 分▽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（高知市） 電話０８８（８７３）９１



００ ＊託児あり 

 

【福 岡】 

◆ふくおか女性いきいき塾公開講座▽【男女共同参画】「男女共同参画の基礎」講師 瀬地山角（東京大

学大学院総合文化研究所国際社会科学専攻教授） ７月 15日(土)13時～15時 ▽【働き方改革】「子育

てと働く環境」「介護と働く環境」講師 河津由紀子、藤崎眞二（株式会社西日本新聞社編集局生活特報

部）７月 29 日(土)13 時～15 時▽両日とも会場＝クローバープラザ（春日市）▽主催＝県、福岡県男女

共同参画センターあすばる▽連絡先＝福岡県男女共同参画センターあすばる 電話０９２（５８４）１２

６１ ■要申込 ＊託児あり 

◆同和問題啓発強調月間講演会「これからの部落問題」講師 角岡伸彦（フリーライター）映画上映「風

の匂い」▽７月 21日(金)13時 30分～16時▽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、北九州市人権問題啓発推進協議会▽連絡先＝北九州市人権文化推進

課 電話０９３（５６２）５０１０ ＊手話通訳・要約筆記あり 

 

【佐 賀】 

◆［同和問題啓発強調月間］平成 29 年度同和問題講演会「『現代の同和問題』～取材を通して見えてき

たこと」講師 林由紀子（毎日新聞大阪本社学芸部記者）▽８月 28日(月)13時 30分～15時 20分▽会場

＝武雄市文化会館▽主催＝県、武雄市▽連絡先＝県人権・同和対策課 電話０９５２（２５）７０６３ ＊

手話通訳・要約筆記あり 

 

【熊 本】 

◆人権同和問題に関する事業主等研修会 講演、映画上映ほか▽７月４日(火)13 時 30 分～16 時▽会場

＝やつしろハーモニーホール、７月５日(水)13 時 30 分～16 時▽会場＝県立劇場（熊本市）▽いずれも

主催＝県、県教育委員会、熊本県人権啓発推進協議会▽連絡先＝県人権同和政策課 電話０９６（３３３）

２２９９ ＊手話通訳あり 

◆人権同和問題講演会 講師 堀内忠（福岡県人権研究所副理事）▽８月 29日(火)午後▽会場＝熊本県庁

（熊本市）▽主催・連絡先＝県人権同和政策課 電話０９６（３３３）２２９９ ＊手話通訳あり 

 

【宮 崎】 

◆平成 29 年度人権担当者養成講座［県内の企業・団体、行政機関、学校等における人権啓発担当者で、

所属代表者の推薦を受け、原則３日間参加できる人］講義、演習、「同和問題」、「ハラスメント」、「障が

いのある人」、「性的少数者」、「ＨＩＶ等感染者」等の様々な人権問題について▽７月 11 日(火)13 時 20

分～16時 30分、７月 12日(水)10時 20分～16時 30分、７月 13日(木)10時 20分～15時 30分▽会場

＝宮崎市民プラザ▽主催・連絡先＝県人権同和対策課 電話０９８５（３２）４４６９ ■要申込（締切

6/30） 

◆平成 29年度人権ファシリテーター養成講座［県内の企業・団体・行政機関、学校等における人権啓発

研修を推進する立場にある人で、所属代表者の推薦を受け、２日間連続で受講できる人］講義、演習「人

権ファシリテーターの養成講座」～はじめての人権ファシリテーター～講師 角田尚子▽８月 29日(火)10



時 20 分～16 時、８月 30 日(水)10 時～16 時▽会場＝宮崎市民プラザ▽主催・連絡先＝県人権同和対策

課 電話０９８５（３２）４４６９ ■要申込（締切 8/21） 

 

【鹿 児 島】 

当センター共催 

◆【人権同和問題啓発強調月間】霧島市じんけんフェスタ 褒め合うまちへ霧島市、講演「同和問題の

解決と人権社会の構築をめざして」講師 菱山健二（筑波大学名誉教授、（公財）人権教育啓発推進セン

ター上級特別研究員）▽８月５日(土)13時 30分～15時 40分▽会場＝国分シビックセンター▽主催・連

絡先＝霧島市市民課 電話０９９５（４５）５１１１（内線１７４１） ＊手話通訳・託児あり 

 

【（公財）人権教育啓発推進センター】 

◆定期上映会 「はやわかり ハラスメント対策〈セクハラ・マタハラ防止・最前線〉」「ケースで学ぶ

マタニティ・ハラスメント 働きやすい職場づくりのために」「スマホの安全な使い方教室 気をつけよ

うＳＮＳのトラブルに」▽７月 19日(水)14時～15時 40分▽会場・主催・連絡先＝人権ライブラリー 電

話０３（５７７７）１９１９ 


