人権資料・展示全国ネットワークニュース
http://e-jinken.net/

第53号（2018年5月）

加盟団体、2018年度のおもな事業
順不同、4月30日までの到着分を掲載しています
各機関・団体から提供された情報のうち、事務局で一部を取捨したものがあります

徳島県立博物館
徳島県徳島市八万町向寺山
TEL 088-668-3636

FAX 088-668-7197

URL http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp
企画展「阿波漁民ものがたり―海を渡り歩いた漁師たちの5つの話―」
2018年4月27日(火)～6月10日(日)
会場

企画展示室

有料

企画展「ジャングルいきもの図鑑」
2018年7月20日(金)～9月9日(日)
会場

企画展示室

有料

特別陳列「ごっついで那賀川―博物館資料で見る那賀川流域の自然とくらし―」
2018年10月13日(土)～11月18日(日)
会場

企画展示室

無料

京都部落問題研究資料センター
京都府京都市北区小山下総5-1

京都府部落解放センター内

TEL/FAX 075-415-1032
URL http://shiryo.suishinkyoukai.jp/
差別の歴史を考える連続講座(全6回)
6月(3回)・10月(3回)予定
場所

京都府部落解放センター会議室
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（公社）福岡県人権研究所
福岡県福岡市博多区吉塚本町13-50
TEL 092-645-0388

福岡県吉塚合同庁舎4階

FAX 092-645-0387

URL http://www.f-jinken.com/
2018年度定時会員総会後記念講演
2018年5月27日(日)
会場

福岡県人権啓発情報センター

講師

福岡大学法学部准教授

檜垣伸次さん

第1回啓発担当者のつどい
2018年6月3日(日)
会場

一般財団法人福岡県部落解放センター

(仮)「人権三法と人権課題

行政担当としての取り組み」

第2回啓発担当者のつどい
2018年9月(予定)
会場

未定

講師

大阪市立大学

斉藤直子さん

2018年度啓発担当者のための人権講座
2018年10月23日(火)
会場

一般財団法人福岡県部落解放センター

講師

川口泰司さんほか

(公財)福岡県人権啓発情報センター
福岡県春日市原町3-1-7
TEL 092-584-1271

FAX 092-584-1273

URL http://www.fukuokaken-jinken.or.jp
同和問題啓発強調月間講演会
2018年7月21日(土)
会場

クローバープラザ

アリーナ棟2階

大ホール

センター棟1階

クローバーホール

人権週間講演会
2018年12月8日(土)
会場

クローバープラザ

第45回特別展
2018年7月1日(日)～9月30日(日)
会場

クローバープラザ7階

特別展示室

特別展関連イベントあり

第46回特別展
2018年12月1日(土)～2019年2月28日(木)
会場

クローバープラザ7階

特別展示室

特別展関連イベントあり
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舳松人権歴史館
大阪府堺市堺区協和町2丁61-1
TEL 072-245-2536

FAX 072-245-2535

URL http://www.city.sakai.lg.jp/fureai/henomatsu/index.html
企画展「インターネット時代の部落差別―部落差別のいまを考える―」
2018年5月15日(火)～9月30日(日)
会場

舳松人権歴史館特別展示室内

5月20日(日)、7月18日(水)、9月13日(木)各日午後1時～2時(但し5月20日は午前11時～12時）
に学芸員による解説あり
人権講演会(仮)「インターネット時代の部落差別」
2018年6月15日(金)午後3時～5時
会場

堺市人権ふれあいセンター2階

講師

多目的室

企画展開催にともなう人権講演会

(公財)反差別・人権研究所みえ常務理事兼事務局長

松村元樹さん

大分市人権啓発センター
大分県大分市金池南1丁目5番1号
TEL 097-576-7593

J:COMホルトホール1階

FAX 097-544-5708

URL http://www.city.oita.oita.jp/www/contents/1375491542407/
にんげんセミナー(人権啓発リーダー養成講座)
8月～12月(予定)
会場

人権啓発センター

対象

市内の企業・PTA・人権関係団体

にんげん劇(劇や講演会)
8月(予定)
会場

J:COMホルトホール大分

大ホール(予定)

対象

市内中学生・高校生

特別展示
4月～3月
会場

人権啓発センター

毎月テーマの違うパネルを展示

学校受入事業
4月～3月
会場

対象

市内小学校・中学校・高校

大分市人権啓発センター及びJ:COMホルトホール大分
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水平社博物館
奈良県御所市柏原235-2
TEL 0745-62-5588

FAX 0745-64-2288

URL http://www1.mahoroba.ne.jp/~suihei
第21回特別展

水平社博物館20周年記念

「部落解放同盟奈良県連合会再建60周年―水平社の精神を受け継いで―」
2018年5月1日(火)～9月9日(日)
会場

水平社博物館特別展示室

共催：部落解放同盟奈良県連合会

部落解放同盟奈良県連合会が再建されて60周年を迎えます。
水平社の精神を受け継いだ奈良県連合会がどのように差別と闘ってきたのかを振り返ります
2018年度第1回公開講座
2018年7月21日(土)14時から
会場

御所市人権センター

講師

部落解放同盟奈良県連合会書記長

伊藤満さん

演題

「部落解放同盟奈良県連合会再建60周年について」(仮)

文化展「絵の周辺」伊藤満個展
2018年10月2日(火)～11月18日(日)
会場

水平社博物館特別展示室

部落解放同盟奈良県連合会書記長伊藤満さんの作品を展示します
水平社博物館開館20周年記念シンポジウム「水平社創立の思想を世界へ」(仮題)
2018年10月27日(土)13時30分から
会場

橿原文化会館小ホール

国内外から講師の方をお招きして、水平社と衡平社の交流を示す史料のアジア太平洋地域
「世界の記憶」登録やFIHRM（国際人権博物館連盟）加盟など、人間の平等と尊厳を求めた水
平社創立の思想を世界に発信している博物館の取り組みや同史料の「世界の記憶」国際登録を
めざす意義などについて討論していただきます。
第19回企画展「アートで人権Ⅱ」(仮題)
2018年12月4日(火)～2019年4月7日(日)
会場

水平社博物館特別展示室

アートで人権を表現し、人びとの感性に問いかける展示をします。
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草津市立人権センター
滋賀県草津市野村三丁目1-18
TEL 077-563-1177

FAX 077-563-7070

URL http://www.city.kusatsu.shiga.jp/
第31回いのち・愛・人権のつどい
2018年9月23日（日・祝）
会場

草津市立草津クレアホール

第42回人権尊重と部落解放をめざす市民のつどい
2019年2月11日(月・祝)
会場

草津市立草津クレアホール

第37回草津市部落解放女性のつどい
2018年11月11日(日)(予定)
会場

草津市立草津アミカホール

第35回草津市部落解放青年集会
2019年1月27日(日)(予定)
会場

草津市立草津アミカホール

(公財)滋賀県人権センター
滋賀県大津市におの浜4丁目1-14
TEL 077-522-8243
2018人権週間協賛

FAX 077-522-8289

人権尊重と部落解放をめざす県民のつどい

2018年12月9日(日)
会場

滋賀県立文化産業交流会館

部落解放・人権確立をめざす第43回滋賀県青年集会
2018年10月6日(土)
会場

解放県民センター光荘

部落解放第55回滋賀県女性のつどい
2018年10月27日(土)
会場

解放県民センター光荘

地域リーダー養成講座
6月中旬～10月中旬
会場

10講座

滋賀県解放県民センター光荘
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田川地区人権センター
福岡県田川郡福智町970の4

福智町人権のまちづくり館内

TEL/FAX 0947-28-5230
人権講座
年間5回(主に行政職対象ですが、一般の方も参加できます)
会場

未定

住民向け人権啓発冊子作成と配布
作成期間

7月～11月、配布11月

配布先は田川市郡の住民

人権パネル展（内容未定）
9月～12月
会場

田川市郡の各所を巡回で

田川地区のフィールドワーク案内（炭鉱関係跡地等）
日程は申し込みに応じて対応

案内する場所は申込先と協議して

(公財)世界人権問題研究センター
京都府京都市中京区錦小路通室町西入天神山町290-1
TEL 075-231-2600

FAX 075-231-2750

世界人権宣言70周年記念シンポジウム
2018年6月15日(金)
会場

同志社大学

寒梅館

入場無料

人権大学講座
2018年7月3日(火)～2019年1月21日(月)
会場

ハートピア京都

有料(1000円)

ボランティア人権ガイドの派遣
通年
会場

京都市内

市内観光地を人権の視点で巡る
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久留米市人権啓発センター
福岡県久留米市諏訪野町1830-6（えーるピア久留米１階）
TEL 0942-30-7500

FAX 0942-3-7501

URL http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9039jiken/
常設展示事業
開館

午前9時30分～午後5時

休館日

月の末日、祝･休日、年末年始（12月29日～1月3日）

パネル展示事業
人権啓発センター展示室廊下におけるパネル展示

4月～3月まで11テーマで実施

えーるピア久留米館外におけるパネル展示
JR久留米駅、市役所等で4回実施
啓発事業におけるパネル展示
講演会・講座にあわせて3回実施
中学校区人権フェスタにおけるパネル展示
5回実施
広報･啓発事業
広報くるめ「人権尊重週間」特集号の発行
啓発冊子「心・ハーモニー」の発行

奈良県立同和問題関係史料センター
奈良県奈良市大安寺1-23-1
TEL 0742-64-1488

FAX 0742-64-1499

URL http://www.pref.nara.jp/6507.htm
常設展「大和の地域社会と被差別民衆―新しい地域社会の創造をめざして―」
会場

県立同和問題関係史料センター展示室

開所25周年記念企画展
10月1日(月)～12月28日(金)
会場

県立同和問題関係史料センター展示室

開所20周年記念シンポジウム
12月4日(火)

会場

未定

県民歴史講座
7月～12月までの間で6回開催

対象

県内在住者及び県内在勤者

人権教育地域教材作成講座
6月～1月までの間で6回開催
対象

市町村立小･中･高等学校、県立学校の教職員、市町村教育委員会の指導主事等
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第22回（2017年度）総会開催
2017年11月16日（木）奈良県人権センターにて総会を開催し
ました。2016年度事業・決算報告、2017年度事業・予算報告な
どの議案審議、加盟団体からの報告と意見交流を行いました。
次回総会を広島県福山市で開催と事務局担当館（退任：和泉
市立人権文化センター資料室、新任：福山市人権平和資料館）
の交代が確認されました。
奈良県橿原市教育委員会人権教育課社会教育指導員の山本信
彦さんから「洞村強制移転と紀元2600年の畝傍山周辺の変容」
と題した記念講演の後、奈良県立同和問題関係史料センター
を見学しました。
翌日(17日）は、おおくぼまちづくり館の見学後、旧洞村フ
ィールドワークと水平社博物館に分かれてフィールドワーク
・施設見学を行いました。
事業報告
○「人権資料・展示全国ネットワーク」ホームページの運営・更新
○文化庁支援事業「平成28 年度地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業」
○人権ネットを活用した地域活性化事業実行委員会（事務局：水平社博物館）
・外国人利用者に向けた国際情報発信事業
①水平社博物館及び奈良県立同和問題関係史料センターのリーフレットの多言語化
②水平社博物館ホームページの多言語化

事業計画
人権ネットニュースの発行・ホームページの運営・更新・人権ネットのデータ保存について・人権ネ
ットメーリングリストへの参加・人権ネットリーフレット新規作成・文化庁支援事業「平成29年度地
域の核となる美術館・歴史博物館支援事業」による「人権ネットを活用した地域活性化事業実行委員
会」への参加・新事務局体制・新加盟団体の誘致

加盟館からの報告
水俣病センター相思社：
「開館30周年を迎える水俣病歴史考証館」
久留米市人権啓発センター：
「久留米市人権啓発センターの役割について」
大阪人権博物館：
「リバティおおさか裁判支援のお礼」
福岡県人権研究所：
「福岡県人権研究所の事業・活動について」

事務局担当館
福山市人権平和資料館（広島県）、ツラッティ千本・柳原銀行記念資料館（京都府）、おおくぼまちづ
くり館・奈良県立同和問題関係史料センター・水平社博物館（奈良県）
※退任：和泉市立人権文化センター資料室

◎第23回総会の開催地と日程について
第23回総会は、広島県福山市 で2018年11月15日(木)・16日(金)の開催を予定してい
ます。詳細につきましては、改めて御案内いたします。
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