
11月・12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】 

●平成 29 年度全国中学生人権作文コンテスト旭川地方大会表彰式▽12 月２日(土)13 時～17 時▽会場＝

大雪クリスタルホール（旭川市）▽主催＝旭川地方法務局、旭川人権擁護委員連合会▽連絡先＝旭川地

方法務局人権擁護課 電話０１６６（３８）１１１４ 

 

【青 森】 

●男女共同参画啓発イベント パートナーセッション２０１７アピオあおもり秋まつり 各団体による

ショップ、飲食物販、フリーマーケット、ワークショップほか、トークセッション栗原心平▽11 月 11

日(土)９時 30 分～15 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）１０８５ ＊手話通訳・託児あり 

 

【岩 手】 

●人権のつどい inやまだ 講演等を通じていじめ問題と人権について考える、中学生人権作文発表、中

学生標語コンテスト優秀作品発表▽12月４日(月)14時～16時▽会場＝山田町中央公民館▽主催＝盛岡・

二戸・宮古人権啓発活動ネットワーク協議会宮古部会▽連絡先＝盛岡地方法務局宮古支局 電話０１９３

（６２）２３３７ 

 

【宮 城】 

●第 37回全国中学生人権作文コンテスト宮城県大会表彰式 表彰式、受賞者による受賞作品の朗読、中

学生ブラスバンド演奏会▽12 月２日(土)12 時 40 分～▽会場＝仙台市戦災復興記念館▽主催＝仙台法務

局・宮城県人権擁護委員連合会▽連絡先＝仙台法務局人権擁護部 電話０２２（２２５）５７３９ 

 

【福 島】 

●人権ユニバーサルデザイン推進事業 講演会、障がい者スポーツ体験教室▽11 月４日(土)▽会場＝コ

ラッセふくしま（福島市）▽主催・連絡先＝県生男女共生課 電話０２４（５２１）７１８８ ■要申込 

＊手話通訳・託児あり 

 

【茨 城】 

●平成 29 年度人権週間記念フェスタ 講演会「夢に向かって」講師 安達阿記子、オニツカサリーミニ

コンサート、人権メッセージ・作文朗読、人権メッセージ・ポスター・作文表彰式▽12月９日(土)13時



～16時▽会場＝石岡市民会館▽主催＝県、県教育委員会、石岡市、石岡市教育委員会、水戸地方法務局、

茨城県人権擁護委員連合会、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）３１３５ ■要申込 ＊手話通訳・託児あり 

 

【栃 木】 

当センター後援●ヒューマンフェスタとちぎ２０１７ ヒューマントーク＆ライブ「書家「金澤翔子」

パフォーマンス＆トーク」、人権啓発コンテンツコンテスト、それいけ！アンパンマンショー、支えあう

“心”はぐくむ人権クイズ、各種人権問題啓発ブース▽11月 11日(土)10時～15時 30分▽会場＝栃木県

障害者スポーツセンター（わかくさアリーナ）及びとちぎ福祉プラザ（宇都宮市）▽主催＝県、県教育

委員会、栃木県人権教育・啓発推進県民会議、宇都宮地方法務局、栃木県人権擁護委員連合会ほか▽連

絡先＝県人権施策推進室 電話０２８（６２３）３０２７＊手話通訳・要約筆記あり 

●男女共同参画セミナー公開講座２０１７ 「男女共同参画はなぜ進まないの？～おばちゃん目線で見

るニッポンの課題～」講師 谷口真由美（大阪国際大学准教授、大阪大学非常勤講師、全日本おばちゃん

党代表代行）▽12 月９日(土)13 時 30 分～15 時 30 分▽会場＝宇都宮大学大学会館▽主催・連絡先＝栃

木県とちぎ男女共同参画センター 電話０２８（６６５）８３２３ ■要申込（締切 12/8） 

 

【埼 玉】 

●女性リーダー養成講座（全４回）女性の声で地域を変えよう！［地域活動や社会活動等に携わってい

る人で４回とも参加できる人対象］▽②11月 11日(土)13時～16時 30分、③12月９日(土)13時～16時

30分、④２月３日(土)午後▽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 ＊託児あり 

●人権週間行事 全国中学生人権作文コンテスト埼玉県大会表彰式、講演会「共に生きる社会～障がい

者によりそう、平等社会への一歩」講師 藪本雅子▽12 月 10 日(日)▽会場＝さいたま市産業文化センタ

ー▽主催＝さいたま地方法務局、埼玉県人権擁護委員連合会▽連絡先＝さいたま地方法務局人権擁護課 

電話０４８（８５９）３５０７ 

 

【千 葉】 

●ちばハートフル・ヒューマンフェスタ２０１７ 講演「挑戦～今、私にできること～」講師 副島正純

（パラリンピック銅メダリスト、東京マラソン車いすレースディレクター）、ハートフルコンサート（千

葉県警察音楽隊）、千葉ロッテマリーンズ選手一日人権擁護委員任命式ほか▽12 月５日(火)13 時～16 時

▽会場＝千葉市民会館▽主催＝県、県教育委員会、千葉市、千葉地方法務局、千葉県人権擁護委員連合

会、千葉県人権啓発活動ネットワーク協議会▽連絡先＝県健康福祉政策課 電話０４３（２２３）２３４

８ ■要申込（締切 11/2） ＊手話通訳・要約筆記・託児あり 

 

【東 京】 

●あきる野市産業祭における啓発活動 啓発物品配布（街頭啓発）▽11 月 11 日(土)10 時～14 時頃、11

月 12 日(日)９時～14 時頃▽会場＝東京都立秋留台公園▽主催・連絡先＝大多摩人権擁護委員協議会 電

話０４２（５５１）０３６０ 



●ヒューマンライツ・フェスタ東京２０１７ テーマ「ダイバーシティ（多様性の尊重）」 シンポジウ

ム、映画「彼らが本気で編むときは、」、企業セミナー（ＡＩＧグループとソニーグループのダイバーシ

ティの取組）、映画「聲の形」上映、坂田おさむ・めぐみファミリーコンサート、車椅子型ＶＲレーサー

体験、車椅子等のバリアフリー体験、クライミング体験（６ｍの壁が登場）、障害者スポーツ体験会（ボ

ッチャ、車椅子バスケットボール、ブラインドサッカー）▽11月４日(土)10時～18時・11月５日(日)11

時～17時▽会場＝東京国際フォーラム▽主催・連絡先＝都人権施策推進課 電話０３（５３８８）２５８

８ ■一部要申込（締切 10/20） ＊手話通訳・要約筆記・託児あり 

●子どもからの人権メッセージ発表会 17市町村の小学校が参加▽11月 12日(日)13時～16時▽会場＝

たましんＲＩＳＵＲＵホール（立川市市民会館）▽主催・連絡先＝多摩西人権啓発活動地域ネットワー

ク協議会 電話０４２（６７０）６２４０ ＊手話通訳あり 

●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▽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（３５５

４）５１７０■要申込（締切 8/27） ＊託児あり 

●平成 29年度犯罪被害者週間行事 【大田区】講演「性被害者を傷つけない社会に」講師 村木厚子（前

厚生労働事務次官）、パネルディスカッション「性被害の実態を知り、理解と支援を拡げよう」コーディ

ネーター 飛鳥井望、パネラー 小西聖子、遠藤智子、小澤雅人▽11 月 13 日(月)14 時～16 時 50 分▽会

場＝大田区民ホール▽主催＝大田区、都 ■要申込（締切 10/27）【東久留米市】講演「いのちの重さを

見つめ続けた 16年～愛（かな）しみと共に生きる～」講師 本郷由美子（池田小学校事件の被害者遺族、

精神対話士）、コンサート（警視庁音楽隊）▽12月２日(土)14時～16時 45分▽会場＝東久留米市立生涯

学習センターまろにえホール▽主催＝都、東久留米市▽いずれも連絡先＝都人権施策推進課 電話０３

（５３８８）２５８９ ＊手話通訳・託児あり 

●講演と音楽のつどい 講演と音楽（合唱団による合唱）▽11月 19日(日)13時 30分～▽会場＝秋川キ

ララホール（あきる野市）▽主催・連絡先＝多摩西人権啓発活動地域ネットワーク協議会 電話０４２（６

７０）６２４０ ＊手話通訳・託児あり 

●人権啓発街頭広報 啓発物品配布（街頭啓発）▽11月 24日(金)７時 30分頃～８時 30分頃▽会場＝羽

村駅・小作駅▽主催・連絡先＝大多摩人権擁護委員協議会 電話０４２（５５１）０３６０ 

●著名人からの人権メッセージパネル展 ①12 月４日(月)～12 月９日(土)８時 30 分～17 時 15 分 ▽会

場＝福生市役所１Ｆ情報スペース ②12月２日(土)～12月 10日(日)８時 30分～17時 15分▽会場＝羽村

市役所１Ｆロビー▽主催・連絡先＝大多摩人権擁護委員協議会 電話０４２（５５１）０３６０ 

 

【神 奈 川】 

●企業向けＬＧＢＴセミナー［企業関係者を優先］性的指向・性自認などに関する、企業向けの基礎的

なセミナー 講師 原ミナ汰（特非）共生社会をつくるセクシュアル・マイノリティ支援全国ネットワー

ク代表理事）▽11 月１日(水)15 時～16 時 50 分▽会場＝川崎フロンティアビル▽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 10/23） 

●平成 29 年度横浜市犯罪被害者等支援市民講演会 講演「犯罪被害者と隣人」、パネルディスカッショ



ン「被害者の思い、わたしたちにできること」、警察音楽隊による演奏会▽11月 17日(金)13時～16時▽

会場＝戸塚公会堂（横浜市）▽主催・連絡先＝横浜市人権課 電話０４５（６７１）３１１８ ■要申込 

＊手話通訳・要約筆記・託児あり 

●かわさき人権フェア２０１７ 人権ポスター紹介、人権作文コンテスト表彰式ほか▽11月 19日(日)13

時～16 時（予定）▽会場＝川崎駅前地下街アゼリア東広場▽主催・連絡先＝川崎市人権・男女共同参画

室 電話０４４（２００）２３１６ 

●平成29年度全国中学生人権作文コンテスト横浜市大会表彰式及び人権啓発講演会 中学生人権作文表

彰式・朗読、講演会「避難するということ～原発災害避難者調査から～」講師 今井照▽11月 23 日（木・

祝）13 時 30 分～16 時 15 分▽会場＝横浜市鶴見区民文化センター▽主催＝横浜市人権啓発活動ネット

ワーク協議会、横浜市教育委員会▽連絡先＝横浜市人権課 電話０４５（６７１）２７１８ ＊手話通訳・

要約筆記・託児あり 

 

【富 山】 

●ＤＶ防止啓発講座「ストーカーは何を考えているのか」講師 小早川明子（ＮＰＯ法人ヒューマニティ

理事長）▽11 月 28 日(火)13 時 30 分～15 時▽会場＝富山県民共生センター「サンフォルテ」（富山市）

▽主催＝県、（公財）富山県女性財団▽連絡先＝（公財）富山県女性財団 電話０７６（４３２）４５０

０ ■要申込 ＊手話通訳・託児あり 

 

【長 野】 

●人権フェスティバル２０１７ 全国中学生人権作文コンテスト長野県大会表彰式・朗読、松山三四六

さんによる人権トーク＆ライブ「幸せに生きるための言魂」▽12 月２日(土)13時 30分～16時▽会場＝

サントミューゼ（上田市）▽主催＝長野県人権啓発活動ネットワーク協議会▽連絡先＝県人権・男女共

同参画課 電話０２６（２３５）７１０６ ＊手話通訳・要約筆記あり 

 

【岐 阜】 

●人権啓発フェスティバル inぎふ キャラクターショー、全国中学生人権作文コンテスト岐阜県大会表

彰式・朗読会ほか▽12月９日(土)10時～15時 30分▽会場＝マーサ 21（岐阜市）▽主催・連絡先＝県人

権施策推進課 電話０５８（２７２）８２５０ ＊手話通訳あり 

 

【静 岡】 

●菊川市人権講演会「児童虐待防止といじめについて」講師 鈴木潔▽11 月 25 日(土)13 時 30 分～▽会

場＝菊川文化会館アエル▽主催＝菊川市、掛川人権啓発活動地域ネットワーク協議会▽連絡先＝菊川市

市民課 電話０５３７（３５）０９１７ ＊手話通訳・要約筆記あり 

●小学生人権書道・ポスター・人権の花運動パネル展▽12月６日(水)～12月 10日(日)10時～17時（最

終日は 15時まで）▽会場＝クリエート浜松▽主催＝浜松人権啓発活動ネットワーク協議会▽連絡先＝静

岡地方法務局浜松支局総務課 電話０５３（４５４）１３９６ 

●浜松人権フェスティバル 小学生人権書道・ポスターコンテスト表彰式、中学生人権作文コンテスト

表彰式・作文発表、講演会「夢と絆 拉致問題の真相と解決への道」講師 蓮池薫▽12 月９日(土)12 時



30 分～16 時▽会場＝クリエート浜松▽主催＝浜松人権啓発活動ネットワーク協議会▽連絡先＝静岡地

方法務局浜松支局総務課 電話０５３（４５４）１３９６ ■要申込（締切 11/18）＊手話通訳あり 

 

【愛 知】 

●第３回人権セミナー［名古屋市内在住・在勤・在学対象］①「統合失調症がやってきた」講師 松本ハ

ウス（お笑い芸人）▽11月 11日(土)14時～15時 30分 ②「ありのままのわたしを生きる」講師 土肥い

つき（京都府立高校教員、セクシュアルマイノリティ教職員ネットワーク副代表、トランスジェンダー

生徒交流会世話人代表）▽11 月 12 日(日)14 時～16 時▽①②とも会場＝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 10/25(水)） 

●人権週間記念行事「講演と映画の会」講演「輝けみんなの大事な命！」講師 藪本雅子（元日本テレビ

アナウンサー・記者）、人権啓発映画「私の好きなまち」▽12 月 15 日(金)14 時 30 分～16 時 45 分▽会

場＝鯱城ホール▽主催＝名古屋市、名古屋市教育委員会、愛知人権啓発活動ネットワーク協議会▽連絡

先＝なごや人権啓発センター 電話０５２（６８４）７０１７ ＊手話通訳・要約筆記・託児あり 

●人権週間記念行事「ちょっと素敵な映画会」 第１部：映画「八重子のハミング」、第２部：人権作文

コンテスト表彰式・朗読発表、映画「ラビング」▽12月 16日(土)第１部：10 時～11時 52 分、第２部：

13 時 15 分～16 時 47 分▽会場＝鯱城ホール▽主催＝名古屋市、名古屋市教育委員会、愛知人権啓発活

動ネットワーク協議会▽連絡先＝なごや人権啓発センター 電話０５２（６８４）７０１７ ＊手話通

訳・要約筆記・託児あり 

 

【三 重】 

●男女共同参画フォーラム「減災・復興と男女共同参画」～地域・企業・行政がいまできること～▽11

月 11日(土)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「フレンテみえ」（津

市） 電話０５９（２３３）１１３０ ■要申込 ＊要約筆記・託児あり 

●女性に対する暴力防止セミナー 一人芝居「電話の女」▽11 月 19 日(日)14 時～15 時 30 分▽会場＝

三重県文化会館（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（２

３３）１１３０ ■要申込 ＊託児あり 

 

【滋 賀】 

●２０１７年人権週間協賛 人権尊重と部落解放をめざす県民のつどい 記念講演「ありのままの私がい

い! ! ～生きづらさを乗り越えるヒントに～」講師 はるな愛、滋賀学園チアリーディングチームによる演

技、意見発表、地域からの発信、人権ラブソングコンサート・手話コーラス、講演「なぜできたの…？

何をすればいいの…？部落差別解消推進法～教育・啓発に具現化する～」▽12月 10日(日)10時 15分～

15 時▽会場＝滋賀県立文化産業交流会館（米原市）▽主催＝（公財）滋賀県人権センター、県ほか▽連

絡先＝（公財）滋賀県人権センター 電話０７７（５２２）８２５３ ＊手話通訳・要約筆記・託児あり 

 

【京 都】 

●人権フォーラム「部落差別解消の手がかりを探る」～あなたの人権意識、アップデートしませんか～ 基



調講演「同和問題の解決を目指して」講師 伊藤悦子（京都教育大教授）、対談 コーディネート 山本崇

記（静岡大准教授）①「若者の部落差別に関する意識」阿久澤麻理子（大阪市立大教授）、内田龍史（尚

絅学院大准教授）②「これからの人・まちづくりのススメ」藤尾まさよ（崇仁発信実行委員会代表）、古

川豪（京都市北いきいき市民活動センター所長）▽11 月５日(日)13 時 30 分～16 時 30 分▽会場＝京都

府立京都学・歴彩館（京都市）▽主催＝府、（公財）世界人権問題研究センター▽連絡先＝府人権啓発推

進室 電話０７５（４１４）４２７１ ■要申込（締切 10/31） ＊要約筆記あり 

●企業向け人権啓発講座 【第７回】発表「京都市立総合支援学校の進路の取組について」（京都市立呉

竹総合支援学校進路指導主事、京都市立白河総合支援学校在校生）、報告「障害のある方の就業を支援す

る～雇用継続のための工夫～」講師 上原哲保（（株）キング物流、障害者担当主任）、戸田則子（京都障

害者就業・生活支援センター、京都市障害者職場定着支援等推進センター所長）、松田実（京都市立白河

総合支援学校校長）▽11 月８日(水)14 時 45 分～17 時▽会場＝京都市総合教育センター永松記念ホール

▽主催＝巣立ちのネットＷＯＲＫ■要申込（締切 11/1）▽連絡先＝京都市人権文化推進課 電話０７５（３

６６）０３２２ 

●京都ヒューマンフェスタ２０１７ 「認め合おう みんなの輝き 共生社会」 トークショー：ＫＯＮ

ＩＳＨＩＫＩ（元大相撲大関）・佐野有美（「手足のないチアリーダー」著者）、それいけ！アンパンマン

ショー、映画「この世界の片隅に」、人権擁護啓発ポスターコンクール表彰式・入賞作品展示、ＮＰＯ法

人活動紹介、共同企画（フードコート・絵本コーナー・民族衣装体験・パラリンピック競技ボッチャ体

験）、人権相談コーナーほか▽11月 26日(日)10時 30分～16時▽会場＝京都テルサ▽主催＝京都人権啓

発推進会議、京都人権啓発活動ネットワーク協議会、府▽連絡先＝府人権啓発推進室 電話０７５（４１

４）４２７１ ＊手話通訳・要約筆記・託児あり 

 

【大 阪】 

●第 69回人権週間行事 中学生人権作文コンテスト表彰式と中学生によるミニコンサート▽12月 10日

(日)13時 30分～16時 30分（予定）▽会場＝中央区民センター▽主催＝大阪法務局、大阪府人権擁護委

員連合会▽連絡先＝大阪法務局人権擁護部 電話０６（６９４２）９４９２ ＊要約筆記あり 

 

【兵 庫】 

●日々の生活と人権を考える集い２０１７／第 44回芦屋市人権教育研究大会全体会 「性的マイノリテ

ィってなに？～楽しく学ぶ、ジェンダー、セクシュアリティ～」講師 仲岡しゅん（弁護士）▽11月８日

(水)14時 30分～16時 30分▽会場＝ルナ・ホール（芦屋市）▽主催＝芦屋市、芦屋市教育委員会、芦屋

市人権教育推進協議会、西宮・芦屋人権啓発活動地域ネットワーク協議会▽連絡先＝芦屋市人権推進課 

電話０７９７（３８）２０５５ ＊手話通訳・要約筆記・託児あり 

●世界をつなぐ多文化共生イベント「わ～るど・にじいろ・まつり２０１７」多文化共生交流ステージ、

多文化共生体験コーナー、展示、わ～るどキッチン、多文化共生を考えるリレートークほか▽11 月 19

日(日)10 時～15 時 45 分▽会場＝関西学院大学教育学部（西宮市）▽主催＝「わ～るど・にじいろ・ま

つり」実行委員会▽連絡先＝県教育委員会人権教育課 電話０７８（３６２）３７９３ 

●第 15 回人権フェスタ in ささやま 人権作文表彰式・朗読、基調講演「部落差別解消推進法とみんな

の幸せづくり」講師 春川政信（三木市人権・同和教育協議会副会長）、オープニングコンサート、人権・



福祉・平和関係団体による展示ほか▽12 月９日(土)10時 30分～17時（予定）▽会場＝四季の森生涯学

習センター▽主催＝篠山市、篠山市教育委員会、人権啓発活動北阪神・篠山・丹波地域ネットワーク協

議会▽連絡先＝篠山市人権推進課 電話０７９（５５２）６９２６ ＊手話通訳・要約筆記・託児あり 

●にしのみや人権フォーラム 【講演会】「夢をあきらめない」講師 石黒由美子（北京オリンピックシ

ンクロ競技日本代表）▽12月９日(土)13時 30分～15時 ■要申込 【ふれあいの広場】パネル展示、講

演会、講座、手話・要約筆記等の体験コーナー・バザーほか▽12月４日(月)～12月 10日(日)▽いずれも

会場＝プレラにしのみや▽主催＝西宮市、西宮市教育委員会、西宮・芦屋人権啓発活動地域ネットワー

ク協議会▽連絡先＝中央公民館 電話０７９８（６７）１５６７＊手話通訳・要約筆記・託児あり 

●全国中学生人権作文コンテスト兵庫県大会神戸地区予選表彰式▽12 月９日(土)10 時 30 分～11 時 30

分▽会場＝神戸クリスタルタワービル▽主催＝神戸地方法務局、神戸人権擁護委員協議会▽連絡先＝神

戸地方法務局人権擁護課 電話０７８（３９２）１８２１ ＊手話通訳あり 

●全国中学生人権作文コンテスト兵庫県大会表彰式・講演会 表彰式・朗読、講演講師 松原マリナ（関

西ブラジル人コミュニティ理事長）・松原ルマ（龍谷大学大学院生）▽12 月９日(土)13 時～16 時▽会場

＝神戸クリスタルタワービル▽主催＝神戸地方法務局、兵庫県人権擁護委員連合会、神戸新聞社▽連絡

先＝神戸地方法務局人権擁護課 電話０７８（３９２）１８２１ ＊手話通訳あり 

●丹（まごころ）の里人権のつどい 人権作文表彰式・朗読、人権活動事例発表、人権講演会「あって

はいけない違い なくてはならない個性～次世代につなぐ人権のバトン～」講師 ジェフ・バーグランド

（京都外国語大学教授）▽12月 10日(日)12時 30分～15時 50分▽会場＝春日文化ホール（丹波市）▽

主催＝丹波市、丹波市教育委員会、神戸地方法務局柏原支局、柏原人権擁護委員協議会ほか▽連絡先＝

丹波市人権啓発センター 電話０７９５（８２）０２４２ ＊手話通訳・要約筆記・託児あり 

●西播磨人権のつどい 人権作文・書道表彰式、人権作文朗読、映画「ひまわりと子犬の７日間」上映

▽12 月 16日(土)13時～16 時▽会場＝相生市文化会館▽主催＝西播磨人権啓発活動地域ネットワーク協

議会▽連絡先＝相生市総務課 電話０７９１（２３）７１２６ ＊手話通訳あり 

 

【奈 良】 

●ドメスティック・バイオレンス被害者支援を考える講座 ①デートＤＶ 講師 参画ネットなら▽11 月

17 日(金)14 時～16 時 ②モラルハラスメント 講師 長谷川七重（カウンセリングルームはな代表）▽11

月 22日(水)14時～16時▽いずれも会場・主催・連絡先＝奈良県女性センター（奈良市） 電話０７４２

（２７）２３００ ■要申込（締切 11/2）＊託児あり 

●犯罪被害者支援 奈良県民のつどい ウェルカムコンサート（奈良県警察音楽隊）、特別講演 講師 清

家政明、コンサート（氷置晋：シンガーソングライター）▽11 月 30 日(木)13 時 30 分～16 時▽会場＝

田原本青垣生涯学習センター▽主催＝県、奈良県警察、（公社）なら犯罪被害者支援センター▽連絡先＝

県人権施策課 電話０７４２（２７）８７１６ ＊手話通訳あり 

●中学生人権作文表彰式と人権のつどい in五條 全国中学生人権作文コンテスト奈良県大会表彰式・朗

読、一日人権擁護委員による講演、地元中学生による吹奏楽演奏▽12月 10 日(日)12時 30分～15時 30

分▽会場＝五條市市民会館▽主催＝奈良県人権啓発活動ネットワーク協議会▽連絡先＝奈良地方法務局

人権擁護課 電話０７４２（２３）５４５７ ＊手話通訳あり 

●平成 29 年度識字合同学習会（第 16 回ふれあい広場） 識字学級生・夜間学級の生徒等及び県民の交



流会、識字学級等からの取組紹介、識字学級生の作文発表と作品の展示▽12月 16日(土)13時 30分～16

時▽会場＝川西文化会館コスモスホール▽主催・連絡先＝県教育委員会人権・地域教育課 電話０７４２

（２７）９８５８ ＊要約筆記あり 

 

【和 歌 山】 

●【人権を考える強調月間】ふれあい人権フェスタ２０１７ ステージイベント、展示・相談・体験、

屋外模擬店等ほか▽11月 11日(土)10時～16時▽会場＝和歌山ビッグホエール（和歌山市）▽主催＝県、

（公財）和歌山県人権啓発センター、和歌山県人権啓発活動ネットワーク協議会▽連絡先＝（公財）和

歌山県人権啓発センター 電話０７３（４３５）５４２０ ＊手話通訳・要約筆記あり 

●【２０１７年度同和運動推進月間】特別講演会「同和問題とインターネット」講師 松井修視（関西大

学社会部教授）▽11 月 15 日(水)14 時～16 時▽会場＝和歌山県勤労福祉会館プラザホープ▽主催＝県、

（公財）和歌山県人権啓発センター（和歌山市）▽連絡先＝（公財）和歌山県人権啓発センター 電話０

７３（４３５）５４２０ ■要申込 ＊手話通訳・要約筆記・託児あり 

●人権を考える公開講座 「ありのままで。自分のままで。―セクシュアルマイノリティと性の多様性

―」ワークショップ ①12月２日(土)14時～16時▽会場＝和歌山県立情報交流センターＢｉｇ・Ｕ（田

辺市） ②12月 10日(日)14時～16時▽会場＝橋本市教育文化会館▽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 ＊

託児あり 

●人権のつどい 紀美野町立野上中学校吹奏楽部による演奏、「第37回全国中学生人権作文コンテスト」

和歌山県大会表彰式と作文朗読、人権講演会「いのちみつめて うたをこぼせ」講師 村崎修二・耕平（猿

舞座主宰）▽12月９日(土)13時～16時▽会場＝紀美野町文化センター▽主催＝和歌山県人権啓発活動ネ

ットワーク協議会▽連絡先＝県人権施策推進課 電話０７３（４４１）２５６６ ■要申込 ＊手話通

訳・要約筆記・託児あり 

 

【鳥 取】 

●北栄町じんけんフェスティバル２０１７活動報告（サミット）、パネル展示、人権作文発表▽11 月 25

日(土)13時 20分～16時 10分▽会場＝北栄町大栄農村環境改善センター▽主催＝北栄町、北栄町教育委

員会、北栄町人権教育・啓発推進協議会、倉吉人権啓発活動地域ネットワーク協議会▽連絡先＝北栄町

教育委員会生涯学習課 電話０８５８（３７）５８７１ ＊託児あり 

 

【岡 山】 

●第 22回じんけんフェスティバル岡山 人権啓発ポスター・標語優秀作品の展示及び表彰式、車いす・

点字・高齢者疑似体験、ワールド屋台・福祉のお店▽12月３日(日)10時～15時▽会場＝岡山ドーム▽主

催＝岡山市、岡山市教育委員会、岡山市人権啓発活動地域ネットワーク協議会、岡山市国際交流協議会

▽連絡先＝岡山市人権推進課 電話０８６（８０３）１０７０ 

 

【広 島】 

●ヒューマンフェスタ２０１７ひろしま 【12 月９日(土)】プレセレモニー、特別支援学校就職サポー



ト隊推進企業表彰式、障害者舞台芸術▽13時～16時▽会場＝広島駅南口地下広場 ＊手話通訳・要約筆

記あり 【12 月 10 日(日)】映画上映、カープ・サンフレッチェ選手トークショー、補助犬貸与式、人権

講演会、中学生人権作文コンテスト表彰式・朗読ほか▽10時～17時▽会場＝広島駅南口地下広場、広島

市総合福祉センター ■一部要申込 ＊手話通訳・要約筆記・託児あり▽主催＝広島県人権啓発活動ネ

ットワーク協議会、県教育委員会、広島市教育委員会▽連絡先＝県人権男女共同参画課 電話０８２（５

１３）２７３４ 

 

【香 川】 

●土庄町人権フェスタ２０１７ 町内保育所・幼稚園５歳児・小学校・中学校の発表、マジックショー、

土庄町人権を考えるこころのつどい講演会▽11 月 25 日(土)９時～16 時▽会場＝フレトピアホール▽主

催・連絡先＝土庄町人権推進室 電話０８７９（６２）７０１５ 

●じんけんフェスタ２０１７ 人権ミュージカル「三匹のこぶた」「理科室の謎と友情の謎」（劇団カッ

パ座）、障害者の理解促進と障害者スポーツの普及啓発講演会、拉致問題啓発映画上映会、みんなで考え

る人権のつどい、体験コーナー（盲導犬とのふれあい体験）、「心の輪を広げる体験作文」「障害者週間の

ポスター」「全国中学生人権作文コンテスト」表彰式、人権啓発ポスター・パネル展示ほか▽12月２日(土)

９時～15 時 30 分▽会場＝サンポート高松▽主催＝県、県教育委員会ほか▽連絡先＝県人権・同和政策

課 電話０８７（８３２）３２０１ ■要申込（締切 11 月初旬：ミュージカルのみ） ＊手話通訳あり

（オープニングセレモニーのみ） 

●みんなで考える人権のつどい 合奏・ダンス・手話コーラス・少林寺拳法演武等により学んだこと・

伝えたいことを発表、なかまづくりを目的とした作品等を展示▽12月２日(土)11時～13時▽会場＝サン

ポートホール高松▽主催・連絡先＝県教育委員会人権・同和教育課 電話０８７（８３２）３７８０ 

 

【愛 媛】 

●愛媛県人権・同和教育研究大会▽11月７日(火)９時 50分～16時 30分▽会場＝ひめぎんホールほか（松

山市）▽主催＝県教育委員会、愛媛県人権教育協議会▽連絡先＝県教育委員会人権教育課 電話０８９（９

１２）２９６１ ■要申込（締切 10月中旬） ＊手話通訳あり 

●［差別をなくする強調月間］差別をなくする県民のつどい 講演「ウェブ社会と『新しい差別』～ご

存じですか、『部落差別解消推進法』～」講師 荻上チキ（評論家・編集者）、アトラクション（ミニ・コ

ンサート）女性ボーカル＆ギター演奏 夕☆ｔａ（ゆた）、パネルディスカッション「ネット社会の思い

やり～相手の気持ち 未来へつなげよう 違いを認め合う心～」パネリスト 荻原チキ、夕☆ｔａ（ゆづ）

（ミュージシャン）、夕☆ｔａ（ｔａｋａｏ）（ミュージシャン）、安藤勤（愛媛新聞社スポーツ・映像報

道部長）、愛媛車椅子バスケットボールクラブメンバー▽11月 15日(水)13時～16時▽会場＝ひめぎんホ

ール（松山市）▽主催・連絡先＝県人権対策課 電話０８９（９１２）２４５７ ＊手話通訳・要約筆記

あり 

●平成 29年度人権ポスター展▽①11月 18日(土)～11月 23日(木)９時～17時 会場＝愛媛県生涯学習セ

ンター（松山市）②11 月 29 日(水)～12 月３日(日)９時～17 時 会場＝愛媛県歴史文化博物館（西予市）

▽主催・連絡先＝県教育委員会人権教育課 電話０８９（９１２）２９６０ 

 



【高 知】 

●ＤＶ防止啓発講演会「漂流する少女たち～私たちにできること」講師 橘ジュン（ＮＰＯ法人ＢＯＮＤ

プロジェクト代表）▽11月 18日(土)13時 30分～15時 30分▽会場＝こうち男女共同参画センター（高

知市）▽主催＝高知地方法務局、高知県人権擁護委員連合会、高知県女性保護対策協議会、（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 ＊要約筆記・託児あり 

●こうち男女共同参画センター「ソーレ」映画上映会＆アフタートーク「惑うＡｆｔｅｒ ｔｈｅ Ｒａ

ｉｎ」▽12月 17日(日)13時 30分～16時 30分▽会場＝四万十市立中央公民館▽主催＝（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】 

●県民講座２０１７ 【第５回】「性的多様性について学ぶ～誰もが自分らしく尊厳をもって生きるため

に～」講師 久保井摂（九州合同法律事務所弁護士）、「ＤＶ・セクハラ被害者支援のために～女性支援の

現場からみなさんへお願いしたいこと～」講師 髙山里美（（公財）佐賀県女性と生涯学習財団総合相談

員）▽11月 11日(土)13時～16時 20分【第６回】「あたり前の労働条件がほしい～日本の産業構造と外

国人技能実習生問題がつきつけるもの～」講師 本村真（労働組合ユニオン北九州委員長）、「スマホ社会

と子どもの人権」講師 古野陽一（ＮＰＯ法人子どもとメディア常務理事）▽12 月 16 日(土)13 時～16

時 20分▽いずれも会場＝クローバープラザ（春日市）▽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 

●ふれあいフェスタ２０１７ 講演会、コンサート、人権・福祉団体による展示・販売ほか▽11 月 26

日(日)11 時～16 時 40 分▽会場＝ウェルとばた▽主催＝北九州市、北九州市教育委員会▽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 

●人権週間記念講演会 記念講演会と人権啓発映画上映 ①12月４日(月)会場＝門司市民会館 ②12月５

日(火)会場＝若松市民会館、ムーブホール、③12月６日(水)会場＝響ホール、北九州市立大学 ④12月７

日(木)会場＝黒崎ひびしんホール「拉致問題」講師 葛城奈海 ⑤12月８日(金)会場＝戸畑市民会館▽いず

れも 13 時 30 分～16 時（北九州市立大学は 18 時～20 時 30 分）▽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）５０１

０ ＊手話通訳・要約筆記あり 

 

【佐 賀】 

●２０１７佐賀インターナショナルバルーンフェスタにおける人権啓発 「人ＫＥＮまもる君・あゆみ

ちゃん」号熱気球の係留飛行、啓発物品配布▽11月１日(水)～11月５日(日)10時～15時▽会場＝嘉瀬川

河川敷（佐賀市）▽主催＝佐賀・武雄人権啓発活動地域ネットワーク協議会▽連絡先＝佐賀地方法務局

人権擁護課 電話０９５２（２６）２１９５ 

 

【長 崎】 

●Ｊリーグ「Ｖ・ファーレン長崎」ホームゲーム最終戦での啓発活動 スタジアム内での人権セレモニ



ー、啓発物品配布▽11 月 11 日(土)16 時～18 時▽会場＝トランスコスモススタジアム長崎（諫早市）▽

主催＝県人権・同和対策課、長崎県人権啓発活動ネットワーク協議会▽連絡先＝長崎地方法務局人権擁

護課 電話０９５（８２０）５９８２ 

 

【熊 本】 

●Ｊリーグロアッソ熊本公式ホームゲームでの人権啓発活動 人権週間の告知イベント、人権啓発物品

の配布▽11月 11日(土)14時～▽会場＝えがお健康スタジアム（熊本市）▽主催＝熊本県人権啓発活動ネ

ットワーク協議会▽連絡先＝熊本市人権推進総室 電話０９６（３２８）２３３３ 

●平成 29年度熊本県人権フェスティバル コッコロコンサート（ルーテル学院高等学校ハンドベル部）、

『赤毛のアン』公演（劇団エンゼル）、コッコロ隊ミニステージほか▽12月３日(日)13時～15時 40分▽

会場＝ホテル熊本テルサ（熊本市）▽主催＝県、熊本県人権啓発推進協議会、熊本県人権啓発活動ネッ

トワーク協議会▽連絡先＝県人権同和政策課 電話０９６（３３３）２２９９ ■要申込 ＊手話通訳・

要約筆記・託児あり 

●ハートフルメッセージ２０１７ 全国中学生人権作文コンテスト熊本県大会表彰式、記念講演 講師 

野田将晴（勇志国際高等学校長）▽12 月 16 日(土)13 時～15 時 30 分▽会場＝熊本市立図書館ホール▽

主催＝熊本地方法務局、熊本県人権擁護委員連合会▽連絡先＝熊本地方法務局人権擁護課 電話０９６

（３６４）２１９２ ＊手話通訳あり 

●第 47 回ヒューマンライツシアター（人権映画界） 上映作品「聲の形」▽12 月 26 日(火)14 時～16

時 10分▽会場＝熊本市植木文化センター▽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 

 

【大 分】 

●平成29年度人権啓発フェスティバル～ヒューマンフェスタ２０１７おおいた～ 特設ステージイベン

ト、人権作品表彰式（ポスター、標語、作文）、人権啓発ブース、パネル等展示コーナーほか▽11 月 18

日(土)10 時～17 時▽会場＝ガレリア竹町ドーム広場（大分市）▽主催＝県、県教育委員会、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）３１７７ ＊手話通訳・要

約筆記あり 

 

【宮 崎】 

●平成 29 年度県民人権講座【第５回】「誇りを持って生きる（仮）」講師 宮内礼治▽11 月 10 日(金)13

時 30分～15時 10分▽会場＝日向市中央公民館 ■要申込（締 11/2） 【第６回】「みやざき子どもの貧

困～取材現場から見えてきたこと～（仮）」講師 新坂英伸▽11月 28日(火)13時 30分～15時 10分▽会

場＝日南市生涯学習センター ■要申込（締切 11/20） 【第７回】「多文化共生社会に向けた現状と課題

（仮）」講師 高柳香代▽12月 14日(木)13時 30分～15時 10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  

 

（公財）人権教育啓発推進センター 

●定期上映会 上映作品 シリーズ映像でみる人権の歴史「１ 東山文化を支えた「差別された人々」」 



「２ 江戸時代の身分制度と差別された人々」「３ 近代医学の基礎を築いた人々」「４ 明治維新と賤民廃

止令」「５ 渋染一揆を闘いぬいた人々」「６ 日本国憲法と部落差別」▽11月 15日(水) 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 


