
９月・10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 

 

 

【北 海 道】 

●いきいき健康・福祉フェア２０１７ 健康・福祉機器の展示、実演、困りごとなんでも相談、人権啓

発パネル展示▽10 月 13 日(金)～10 月 15 日(日)10 時～17 時▽会場＝アクセスサッポロ▽主催＝いきい

き健康・福祉フェア２０１７実行委員会▽連絡先＝いきいき健康・福祉フェア２０１７実行委員会事務

局分室 電話０１１（８６７）２００５ 

 

【岩 手】 

●平成 29 年度中学生による人権尊重に関する意見発表会 盛岡人権擁護委員協議会管内の中学校 10 校

代表者による人権に関する意見発表▽10月 26日(木)13時 30分～15時 30分▽会場＝雫石町中央公民館

野菊ホール▽主催＝盛岡人権擁護委員協議会、雫石町▽連絡先＝盛岡地方法務局人権擁護課 電話０１９

（６２４）９８５９ 

 

【福 島】 

●未来館フェスティバル２０１７ 講師  深澤真紀、県民の皆さんによる自主企画、お楽しみイベント、

ネットワークカフェ、介護セミナーほか▽９月２日(土)～９月３日(日)９時 30 分～15 時 30 分▽主催＝

（公財）福島県青少年育成・男女共生推進機構▽会場・連絡先＝福島県男女共生センター（二本松市）  電

話０２４３（２３）８３０４ ■要申込 

 

【栃 木】 

●イクボスセミナー（仕事と介護の両立について）［経営者、管理職、人事担当、興味のある人対象］ 講

演「これからの時代のワーク・ライフ・マネジメント～私にとっての会社・仕事・家族・介護を考える

～」講師 佐々木常夫（（株）佐々木マネージメント・リサーチ代表取締役）▽９月 28 日(木)15 時～17

時▽会場＝足利市民プラザ▽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 9/27） 

 

【千 葉】 

●平成 29年度千葉県人権啓発指導者養成講座［企業関係者、市町村職員、教職員、人権擁護委員、ＮＰ

Ｏ等団体職員など対象］幅広いテーマについての研修（全 16講座）により、地域・職域等における人権

啓発のリーダー的存在となる人権啓発指導者として必要な知識を学ぶ▽①10 月３日(火)、②10 月 10 日

(火)、③10月 17日(火)、④10月 23日(月)いずれも９時 20分～16時 20分（予定）▽会場＝①千葉県教

育会館 本館（千葉市）、②③千葉県教育会館 新館（千葉市）、④市川市男女共同参画センターウィズ▽



主催・連絡先＝県健康福祉政策課 電話０４３（２２３）２３４８ ■要申込（締切 9/19） 

 

【東 京】 

●拉致問題啓発舞台劇公演「めぐみへの誓い―奪還―」原作・脚本・演出：野伏翔、上演：劇団夜想会、

出演：原田大二郎ほか、行政説明、ミニコンサート「空と海の向こう」山口采希（シンガーソングライ

ター）、拉致問題啓発パネル展示▽９月７日(木)14時～16時 30分▽会場＝板橋区立文化会館▽主催＝政

府拉致問題対策本部、都、板橋区▽連絡先＝都人権施策推進課 電話０３（５３８８）２５８８ ■要申

込（締切 8/24） ＊手話通訳・託児あり 

●ベストパートナー全力応援プログラム「パートナーシップセミナー」［夫婦又はカップル（一人参加も

可）］【第１回】９月９日(土)「『パパのトリセツ』×『ママのトリセツ』」講師 おおたとしまさ・山本ユ

キ子【第２回】10 月 15 日(日)「ふたりのハッピー♪を築くために～相手も自分も大切にする自己表現」 

講師 野末武義・森川早苗【第３回】11 月 12 日(日)「主夫芸人が伝授！泣いて笑って～ともに支えあう

関係づくりのためにできる○つのこと」講師 中村シュフ▽いずれも 13 時 30 分～16 時▽会場＝東京ウ

ィメンズプラザ▽主催＝都生活文化局、東京ウィメンズプラザ▽連絡先＝ベストパートナー全力応援プ

ログラム事務局 電話０３（３５５４）５１７０ ■要申込（締切 8/27） ＊託児あり 

●平成 29 年度配偶者暴力防止講演会【第１回】「配偶者暴力（ＤＶ）と子供～知って、気づいて、行動

するために～」［都内在住・在勤・在学者対象］講演①「ＤＶが及ぼす子供の心身への影響とケア」講師 

加茂登志子（元東京女子医科大学附属女性生涯健康センター所長）、講演②「児童相談センター・相談所

におけるＤＶ家庭の子供への支援」講師 東京都児童相談センター 児童福祉相談専門課長▽10 月 14 日

(土)13時 30分～16時▽会場＝瑞穂町ふれあいセンター▽主催・連絡先＝東京ウィメンズプラザ 電話０

３（５４６７）１９８０ ■要申込（締切 10/6(金)） ＊託児あり 

 

【神 奈 川】 

●拉致被害者家族を支援するかわさき市民のつどい ミニコンサート、映画上映▽10 月１日(日)14時～

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）２６８

８ ■要申込 ＊手話通訳・要約筆記・託児あり 

 

【岐 阜】 

当センター共催●まなざしセミナー（企業人権セミナー）企業の社会的責任（ＣＳＲ）と人権 ＣＳＲ

で求められる３つの責任と企業の役割について解説▽９月 21 日(木)14 時～16 時▽会場＝不二羽島文化

センター（羽島市）▽主催＝県、（公財）人権教育啓発推進センター▽連絡先＝県人権施策推進課 電話

０５８（２７２）８２５０ ■要申込（締切 9/8） ＊手話通訳あり 

 

【三 重】 

●女性のための離婚講座「知っておきたい法律の知識」［離婚を考えている女性対象］▽９月 13日(水)10

時～12 時▽会場＝三重県総合文化センター（津市）▽主催・連絡先＝三重県男女共同参画センター「フ

レンテみえ」０５９（２３３）１１３０ ■要申込 ＊託児あり 

 



【滋 賀】 

●【第４回講座】「女性のエンパワメント各国の取組・日本の取組」講師 大西祥世（立命館大学教授）

▽９月２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 

●じんけんフェスタしが２０１７ 講演会「いのちを支える言葉、心を傷つける言葉～ネット社会の落

とし穴～」講師 柳田邦男（ノンフィクション作家、評論家）、映画上映、甲賀市主催事業、絵本読み聞

かせ、ハンド・シャドー・ショー、人権啓発パネル・関係団体展示、飲食ブースほか▽９月２日(土)10

時～16 時 30 分▽会場＝あいこうか市民ホール・碧水ホール（甲賀市）▽主催＝県、滋賀県人権啓発活

動ネットワーク協議会▽連絡先＝県人権施策推進課  電話０７７（５２８）３５３３ ＊手話通訳・要

約筆記・託児あり 

●水無田気流さん講演会 「新しい時代の幸福論～『居場所』のない男、『時間』のない女が幸せになる

ために～」講師 水無田気流（詩人、社会学者、國學院大學教授）▽10月 22日(日)14時～16時 30分▽

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 

 

【京 都】 

●企業向け人権啓発講座【第４回】「インターネット社会と人権～守ろう人権、守ろう職場～」講師 佐

藤佳弘（株式会社情報文化総合研究所代表取締役）▽９月４日(月)14時～16 時▽会場＝京都市男女共同

参画センター（ウィングス京都）【第５回】講演及びロールプレイ「ハラスメントを防ぐには？～今、企

業に求められる防止策～」講師 三木啓子（アトリエエム（株）代表取締役）▽10 月２日(月)14 時～16

時▽会場＝京都市男女共同参画センター ウィングス京都▽主催・連絡先＝京都市人権文化推進課 電話

０７５（３６６）０３２２ ■要申込（締切 9/25） 

 

【和 歌 山】 

●人権を考える公開講座「共に生きる―多文化共生とは―」講師 城山雅宏（（公財）和歌山県国際交流

協会）▽９月 30 日(土)14 時～15 時 30 分▽会場＝海南市民交流センター▽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 

 

【鳥 取】 

●拉致問題の早期解決を願う国民のつどい in 米子 講演「拉致被害者ご家族の訴え」講師 松本孟、講

演「拉致被害者救出のために～今私たちは何をすべきか～」講師 荒木和博▽10 月 14 日(土)14 時～16

時▽会場＝米子コンベンションセンター▽主催＝政府拉致問題対策本部、県▽連絡先＝県人権局 電話０

８５７（２６）７５９０ 

 

【島 根】 

●しまね人権フェスティバル２０１７（同時開催：平成 29 年度人権・同和問題を考える県民のつどい）

講演「私たちはなぜ生まれてきたのか？小説「あん」でハンセン病快復者の人生を描いた意味」講師 ド



リアン助川、障害福祉サービス事業所ハンドベル演奏、地元のこどもたちによるドジョウ掬い踊り、地

元中学生作文発表、人権教育・啓発功労者表彰式、人権啓発ポスターコンクール表彰式、一日人権擁護

委員任命式、各団体ブース展示・ワークショップ、人権・同和教育啓発展、人権相談コーナーほか▽10

月 15日(日)10時～15時 30分▽会場＝安来市総合文化ホールアルテピア▽主催＝県、安来市、島根県人

権啓発活動ネットワーク協議会、松江地域人権啓発活動ネットワーク協議会、島根県同和教育推進協議

会連合会▽連絡先＝島根県人権啓発推進センター 電話０８５２（２２）６０５１ ＊手話通訳・要約筆

記あり 

 

【岡 山】 

●平成 29年度人権のまちづくり塾【第１回】テーマ：こどもの人権 映画「さとにきたらええやん」（字

幕あり）、講演 講師  重江良樹（監督）▽９月 10日(日)13時～16時▽会場＝岡山県立図書館（岡山市）

▽主催＝岡山市、岡山市教育委員会▽連絡先＝岡山市人権推進課  電話０８６（８０３）１０７０ ■

要申込（締切 8/22） 

 

【香 川】 

●大島青松園入所者作品展及びハンセン病啓発パネル展▽10 月 17 日(火)～10 月 20 日(金)８時 30 分～

17時 15分▽会場＝香川県庁ギャラリー▽主催・連絡先＝県薬務感染症対策課 電話０８７（８３２）３

３０５ 

 

【愛 媛】 

●ふれあいフェスティバル２０１７ 東小雪（ＬＧＢＴアクティビスト・元宝塚女優）特別講演会、人

権啓発コーナー、うちわぬりえコーナー、中学生による合唱、小学生による心をつなぐ群読、人権クイ

ズ、書道パフォーマンス、東小雪トークショー、みきゃん・人ＫＥＮまもる君・人ＫＥＮあゆみちゃん

と記念撮影、人権愛ことば優秀作品発表、レインボーハート完成品披露、西条市立丹原東中学校ＬＧＢ

Ｔ学習紹介コーナーほか▽９月 17日(日)11時～16時 30分▽会場＝エミフルＭＡＳＡＫＩ（松前町）▽

主催＝県、松山地方法務局、愛媛県人権擁護委員連合会、愛媛県人権啓発活動ネットワーク協議会▽連

絡先＝県人権対策課 電話０８９（９１２）２４５５ 

 

【福 岡】 

●ハートフルフェスタ福岡２０１７ 人権活動団体の交流ブース等の出展、授産施設のふれあいマーケ

ット、ステージイベント、福祉体験、講演ほか▽10 月１日(日)11 時～16 時 30 分▽会場＝福岡市役所西

側ふれあい広場▽主催＝ハートフルフェスタ福岡実行委員会▽連絡先＝福岡市人権啓発センター 電話

０９２（７１７）１２３７ ＊手話通訳・要約筆記あり 

 

【佐 賀】 

●拉致問題啓発舞台劇「めぐみへの誓い―奪還―」▽10 月５日(木)13時 30 分～16 時▽会場＝伊万里市

民センター▽主催＝政府拉致問題対策本部、県、伊万里市▽連絡先＝県人権・同和対策課 電話０９５２

（２５）７０６３ ■要申込（締切 9/21） ＊手話通訳・要約筆記あり 



当センター共催●企業・公益法人幹部等合同研修（仮）講師 飯田亮瑠（ダイビーノン代表）「性別で見

る多様性と人権」▽10月 26日(木)13時 30分～15時 10分▽会場＝佐賀市文化会館▽連絡先＝県人権・

同和対策課 電話０９５２（２５）７０６３ 

 

【熊 本】 

●震災と人権シンポジウム 第１部：基調報告、第２部：パネルディスカッション コーディネーター 田

村太郎（復興庁復興推進参与（非常勤））▽９月５日(火)13時 30分～16時▽会場＝熊本市国際交流会館

▽主催＝熊本市、熊本市人権啓発市民協議会▽連絡先＝熊本市人権推進総室 電話０９６（３２８）２３

３３ ■要申込（締切 9/2） ＊要約筆記あり 

●第 45回ヒューマンライツ・シアター 上映作品「サクラサク」▽９月 29日(金)14時～16時▽会場＝

くまもと森都心プラザ（熊本市）▽主催＝熊本市、熊本市人権啓発市民協議会▽連絡先＝熊本市人権推

進総室 電話０９６（３２８）２３３３ ■要申込 ＊手話通訳あり 

●第 46回ヒューマンライツ・シアター 上映作品「くちづけ」▽10月 12日(木)14時～16時 10分▽会

場＝熊本市男女共同参画センターはあもにい▽主催＝熊本市、熊本市人権啓発市民協議会▽連絡先＝熊

本市人権推進総室 電話０９６（３２８）２３３３ ■要申込 ＊手話通訳あり 

●熊本県人権子ども集会 ▽10月 14 日(土)10 時～12 時▽会場＝パークドーム熊本（熊本市）▽主催・

連絡先＝県人権同和教育課 電話０９６（３３３）２７０２ ＊手話通訳・要約筆記あり 

 

【宮 崎】 

●平成 29年度県民人権講座【第１回】「ＬＧＢＴを理解する～同性婚・新しい家族のかたち～（仮）」講

師 東小雪▽９月５日(火)13 時 30 分～15 時 10分 ■要申込（締切 8/28）【第２回】「車イスからの出発

～絶望から這い上がるまでの軌跡～（仮）」講師 鈴木ひとみ▽９月 20 日(水)13 時 30 分～15 時 10 分■

要申込（締切 9/12）【第３回】「インターネットにおける人権侵害（仮）」講師 竹内和雄▽10月３日(火)13

時 30分～15時 10分 ■要申込（締切 9/26）▽いずれも会場＝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  

●平成 29年度人権啓発研修プログラム速習講座［県内の企業・団体・行政機関、学校等において人権啓

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た人対象］啓発ＤＶＤを利用した人権啓発

研修の紹介及び研修▽９月 12日(火)13時 30分～15時 30分▽会場＝宮崎県人権啓発センター（宮崎市）

▽連絡先＝県人権同和対策課 電話０９８５（３２）４４６９ ■要申込（締切 9/5） 

 

【国連ＵＮＨＣＲ協会】 

●国連ＵＮＨＣＲ難民映画祭２０１７ 上映予定作品「ウェルカム トゥ ジャーマニー」（仮）、「ＮＩ

ＣＥ ＰＥＯＰＬＥ」「ＡＦＴＥＲ ＳＰＲＩＮＧ」▽①東京：９月 30日(土)～10月１日(日)スパイラルホ

ール（港区）、10月２日(月)～10月６日(金)渋谷ユーロライブ、10月７日(土)～10月９日(月)イタリア文

化会館（千代田区）②札幌：10月 14日(土)～10月 15日(日)札幌プラザ 2.5③名古屋：10月 21日(土)～

10 月 22 日(日)イオンシネマ大高④大阪：10 月 28 日(土)～10 月 29 日(日)大阪ナレッジシアター、朝日

生命ホール▽主催＝国連難民高等弁務官（ＵＮＨＣＲ）駐日事務所、国連ＵＮＨＣＲ協会▽連絡先＝国

連ＵＮＨＣＲ協会 電話０３（４３６６）７３７３■要申込 



 

【（公財）人権教育啓発推進センター】 

●定期上映会「谺雄二 ハンセン病とともに生きる」「気づいて一歩ふみだすための人権シリーズ ２ ウ

ェルカム！ ―外国人の人権―」▽９月 13 日(水)14 時～15 時 10 分▽会場・主催・連絡先＝人権ライブ

ラリー  電話０３（５７７７）１９１９ 


