
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】 

 

 

 

【北 海 道】 

●第 45 回苫前町凧あげ大会における啓発活動 ▽２月 25 日㈰９時 30 分～12 時▽会場＝とままえ温泉

ふわっと▽主催＝旭川地方法務局留萌支局、留萌人権擁護委員協議会▽連絡先＝旭川地方法務局留萌支

局 電話０１６４（４２）０４９２ 

 

【東 京】 

●平成 29年度 働く女性のメンタルヘルス講演会「“もやもや”を折れない心にかえる働く私のセルフマ

ネジメント」［都内在住・在勤・在学の女性、女性のメンタルヘルス支援に携わる人対象］「ストレスコ

ーピング」講師 松井知子（杏林大学保健学部教授）▽２月 23日㈮19時～20時 30分▽会場＝東京ウィ

メンズプラザ▽主催＝都、東京ウィメンズプラザ▽連絡先＝東京ウィメンズプラザ 電話０３（５４６７）

１９８０ ■要申込（締切 2/14） ＊託児あり 

 

【神 奈 川】 

●ピープルデザインシネマ 映画「彼らが本気で編むときは、」、性的マイノリティに関するトークショ

ー、意見交換会（予定）▽１月 19 日㈮17 時～20 時 15 分（予定）▽会場＝川崎チネチッタ▽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 1/9） 

●川崎市人権学校 「インターネットと人権」講師 最所義一（弁護士）▽２月１日㈭18 時 15 分～20

時▽会場＝川崎市役所第４庁舎２階ホール▽主催・連絡先＝川崎市人権・男女共同参画室 電話０４４（２

００）２３１６ ＊手話通訳・要約筆記あり 

 

【静 岡】 

●静岡県人権教育指導者研修会 基調講演「子どもの思いやりとしなやかさを育てるかかわり」講師 渡

辺弥生（法政大学文学部心理学科教授）、第１分科会：「子どもをめぐる人権問題（情報モラル教育の指

導方法）」講師 塩田真吾（静岡大学教育学部准教授）、第２分科会「障害をめぐる人権問題（聞こえない

子の学習権と言語権）」講師 小倉健太郎（（公財）静岡県聴覚障害者協会事務局長）、第３分科会「同和

問題と学校教育（同和教育が大切にしてきたこと－戦後同和教育の歴史に学ぶ）」講師 外川正明（公立

鳥取環境大学環境学部教授）、第４分科会「性的少数者をめぐる人権問題（『性の多様性』を学ぶことの

意義と課題）」講師 渡辺大輔（埼玉大学教育基盤教育研究センター准教授）、第５分科会「学校教育にお

ける人権教育の推進（自他を尊重し、互いに認め、高め合う生徒の育成）」（牧之原市菊川市学校組合立



牧之原中学校）▽２月１日㈭10時～16時 10分▽会場＝静岡県コンベンションアーツセンター（静岡市）

▽主催・連絡先＝県教育委員会人権教育推進室 電話０５４（２２１）３１３３ ■要申込（締切 1/10） 

＊基調講演・第２分科会は手話通訳あり 

●静岡市人権啓発講演会 講師 南和行（弁護士）▽２月３日㈯13時 30分～15時▽会場＝静岡市清水文

化会館マリナート▽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 

 

【愛 知】 

●あいち人権講演会 「インターネットと人権～被害者にも加害者にもならないために～」講師 佐藤佳

弘、映画上映「光」日本語音声ガイド付・日本語字幕あり▽１月 25 日㈭13 時～16 時 30 分▽会場＝伏

見ライフプラザ鯱城ホール（名古屋市）▽主催＝県、県教育委員会、名古屋市、名古屋市教育委員会、

名古屋法務局、愛知県人権擁護委員連合会、愛知人権啓発ネットワーク協議会▽連絡先＝県人権推進室 

電話０５２（９５４）６１６７ ＊手話通訳・要約筆記あり 

●第４回人権セミナー［名古屋市内在住・在勤・在学の人対象］①「性暴力被害の影響と必要な支援」

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 22 日㈭14

時～16 時 ②「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）▽２月 24

日㈯14時～16時▽いずれも会場＝ソレイユプラザなごや▽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 2/2） 

 

【三 重】 

●働く女性の「ロジカルシンキング」講座［県内在勤・在住のはたらく女性対象］「ロジカルシンキング

（論理的思考）」を学び、意思決定の場や、顧客対応、部下・後輩指導等の場において活用・実践してい

けるスキルを身につける講座▽１月 13日㈯10 時～16 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」 電話０５９（２３３）１１３０ ■要申込 ＊託児あり 

●結婚生活が息苦しい…モラハラについて考えるＰａｒｔ２［テーマに関心のある女性対象］▽２月７

日㈬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」 電話０５９（２３３）１１３１■要申込 ＊託児あり 

 

【京 都】 

●ヒューマンステージ・イン・キョウト２０１８ マーティ・フリードマン トーク＆ライブほか▽１月

27 日㈯14 時～16 時（予定）▽会場＝ロームシアター京都サウスホール▽主催＝京都市、ヒューマンス

テージ・イン・キョウト実行委員会、京都人権啓発活動ネットワーク協議会▽連絡先＝京都市人権文化

推進課 電話０７５（３６６）０３２２ ■要申込（締切 12/31） ＊手話通訳・要約筆記・託児あり 

●企業向け人権啓発講座（第９回）「精神に障害のある人の就労・職場定着のために～２０１８年雇用義

務化に向けて～」【第１部】講演「精神障害と就労支援について」講師 波床将材（京都市こころの健康

増進センター所長、精神保健指定医）【第２部】①講演：当事者からの経験談 ②取組・事例発表：京都

市障害者職場定着支援等推進センター▽１月 30 日㈫14 時～16 時 10 分▽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 1/23） 

●第 26回民族の文化にふれる集い 京都市立学校及び京都市内の民族学校の児童生徒による韓国・朝鮮

や様々な国の踊りや歌、楽器演奏等のステージ発表及び絵画等の作品展示▽２月３日㈯13 時 30 分～16

時（予定）▽会場＝京都市呉竹文化センター▽主催＝京都市小学校外国人教育研究会、京都市立中学校

教育研究会人権教育部会外国人教育専門部会、京都市教育委員会▽連絡先＝京都市教育委員会学校指導

課 電話０７５（２２２）３８１５ 

 

【大 阪】 

●全国キャラバン もっと知りたい！女（わたし）のカラダ in 堺 全年代の女性が自分の身体や性につ

いて学ぶ講座▽１月６日㈯13時～16時▽会場＝サンスクエア堺▽主催・連絡先＝ウィメンズセンター大

阪 電話０６（６６３２）７０１１ ■要申込 ＊手話通訳・要約筆記・託児あり 

●【さかい男女共同参画週間】第 22回さかい男女共同参画週間事業 記念講演、ワークショップほか▽

１月 20日㈯～１月 27日㈯▽会場＝サンスクエア堺▽主催・連絡先＝堺市男女共同参画推進課 電話０７

２（２２８）７４０８ ■要申込 ＊手話通訳・要約筆記・託児あり 

 

【兵 庫】 

●多様な働き方応援シンポジウム 社内の意識改革、女性活躍の現状やダイバーシティの取組について

考える 講師 松本晃（カルビー（株）代表取締役会長兼ＣＥＯ）▽２月９日㈮13 時 30 分～15 時 30 分

▽会場＝神戸クリスタルホール▽主催・連絡先＝兵庫県立男女共同参画センター 電話０７８（３６０）

８５５０ ■要申込 ＊託児あり 

 

【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対象］「知的障害者就労支援からはじまった雇

用の場づくり」講師  福田久美子（（株）美交工業専務）▽１月 23 日㈫13 時 30 分～15 時 30 分▽会場

＝和歌山ビッグ愛（和歌山市）▽主催＝県、経済産業省中小企業庁▽連絡先＝県人権施策推進課 電話０

７３（４４１）２５６６ ■要申込＊手話通訳・要約筆記あり 

 

【岡 山】 

●ハートフル講演会 「深刻化するネットいじめ その現状と大人の役割」講師 渡辺真由子▽１月 13

日㈯13 時 30 分～15 時 20 分▽会場＝さん太ホール（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＊手話通訳・要約筆記あり 

●ハートフル映画会 映画「この世界の片隅に」上映▽２月 10日㈯13時 30分～15時 55分▽会場＝百

花プラザ（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（８０

３）１０７０＊手話通訳・要約筆記あり 

 

【高 知】 

●わたしのためのリフレッシュタイム 映画上映会（上映作品「31年目の夫婦げんか」）か読書タイムを

選択［ソーレ図書利用カード要提示］ソーレ図書利用カードは当日作成可。（身分証明書要持参）▽１月



13 日㈯13時 30分～15時 30 分▽主催＝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）９１００ ＊託児あり 

●ソーレまつり２０１８ ①バザー、活動発表等のイベント▽１月 27日㈯・28日㈰９時 30分～16時 ②

講演会「シングルファーザーの子育て日記」講師 宮川一朗太（俳優）▽１月 28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 ＊託児あり 

●犯罪被害者支援講演会 「性暴力被害の実態と支援～ＳＡＣＨＩＫＯの現場から～」講師 加藤治子（性

暴力救援センター・大阪ＳＡＣＨＩＫＯ代表、阪南中央病院産婦人科医）▽２月３日㈯13時～15時▽会

場＝高知会館▽主催＝（公財）こうち男女共同参画社会づくり財団、ＮＰＯ法人こうち被害者支援セン

ター▽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 29年度「人権を考える企業のつどい」 人権映画上映「職場の日常から考えるパワーハラスメン

ト」、講演会「働き続けられる職場づくりのために」講師 金子雅臣（（一社）職場のハラスメント研究所

長）▽１月 24 日㈬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、北九州市内各労働基準監督署、北九州市内各公共職業安定所ほか▽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２０１７ 【第７回】「ひとにも自分にもやさしく生きる~人権を守ることの大切さ～」講師 香

山リカ（立教大学現代心理学部映像身体学科教授、精神科医）▽２月 10 日㈯13 時 30 分～15 時▽会場

＝小郡市生涯学習センター▽主催・連絡先＝（公財）福岡県人権啓発情報センター 電話０９２（５８４）

１２７１ ■要申込 

 

【熊 本】 

●熊本県子ども人権作品展▽１月６日㈯～１月 17日㈬ ＊９日㈫・16日㈫は休、９時 30分～19時（土・

日・祝は 17 時 15 分まで）▽会場＝熊本県立図書館情報ギャラリー（熊本市）▽主催・連絡先＝県教育

委員会人権同和教育課 電話０９６（３３３）２７０２ 

●熊本市人権啓発市民協議会 30 周年記念 人権啓発講演会 講師 池上彰（ジャーナリスト）▽１月 10

日㈬14時～15 時 40 分▽会場＝熊本市民会館▽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）２３３３ ■募集は締切りました。 

●ハンセン病と人権 現地研修バスツアー▽１月 18 日㈭８時 20 分～16 時▽会場＝リデル・ライト両女

史記念館、菊池恵楓園（熊本市、合志市）▽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 

●人権啓発ミニ講座（全５回） 【第４回】「犯罪被害者の人権」講師 真嶋浩▽１月 19日㈮14時 15分

～15 時 15 分 【第５回】「高齢者の人権」講師 髙橋恵子▽２月 16 日㈮14 時 15 分～15 時 15 分▽会場

＝熊本県人権センター（熊本市）▽主催・連絡先＝県人権同和政策課 電話０９６（３３３）２２９９ ■

要申込 

●第 48回ヒューマンライツ・シアター 映画「海難１８９０」▽２月 27日㈫14時～16時 15分▽会場

＝健軍文化ホール▽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０９



６（３２８）２３３３ ■要申込 ＊手話通訳あり 

 

【大 分】 

●多様な性の理解を進めるシンポジウム 基調講演「ＬＧＢＴを知っていますか？」講師 日高庸晴（宝

塚大学看護学部教授）、パネルディスカッション▽１月 23日㈫13時～16時 10分▽会場＝ホルトホール

大分（大分市）▽主催＝県、大分県人権教育啓発推進協議会▽連絡先＝県人権・同和対策課 電話０９７

（５０６）３１７６ ■要申込 ＊手話通訳・要約筆記あり 

 

（公財）人権教育啓発推進センター 

●定期上映会 上映作品「ケアニン～あなたでよかった～」▽１月 17 日㈬14 時～15 時 50 分▽会場・

主催・連絡先＝人権ライブラリー 電話０３（５７７７）１９１９ 


