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                       発行元：人権資料・展示全国ネット事務局 

                       担当者：福山市人権平和資料館 寺地靖仁  

 各加盟館に依頼をしていました９月から下半期の事業の概要が集まりましたのでネットワーク

ニュースとして発送いたします。 

 なお，原稿がなかなか集まりにくい状況です。各加盟館の横の連携を強固にしていくためにも

原稿のご協力をお願いします。 

 次回は，「２０２０年度の年間行事予定」について２０２０年２月に募集をかけますのでご協力

をお願いします。 

 

 

 

人権資料・展示全国ネットワークニュース 

福山市人権平和資料館 

 福山市丸之内一丁目1番1号 

 TEL 084-924-6789  FAX 084-924-6850 

 URL http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/jinkenheiwa/ 

企画展「子どもの権利条約30周年企画～横田めぐみちゃんと家族のメッセージ～」 

 2019年10月10日(木)～11月24日(日) 

 会場 企画展示室   有料 

企画展「ふくやま人権・平和フォト作品展」 

 2019年12月1日(日)～12月27日(金) 

 会場 企画展示室   無料 

企画展「四国五郎シベリア抑留展」 

 2020年1月17日(金)～3月25日(水) 

 会場 企画展示室   有料 

 

京都市人権資料展示施設  

ツラッティ千本 

  〒603-8302 京都市北区紫野花ノ坊町 23-1 

  TEL&FAX  075-493-4539  

  URL https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000049462.html 

  URL https://www.facebook.com/ツラッティ千本-626545400843556/ 

 h 

特別展「楽只小学校 最後の一年」 

  2019 年 10月 1 日(火)～11 月 2 日(土)   

企画展「楽只小学校跡地を人権・福祉の拠点に」 

  2020 年 3月 3 日(火)～3 月 31 日(火) 
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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～るピア久留米１階 

TEL 0942-30-7500 FAX 0942-30-7501 

MAIL jinken@city.kurume.fukuoka.jp 

URL http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9039jinken/index.html 

 

特別展「あらたな人権に関する法律～障害者差別解消推進法・ヘイトスピーチ解消法・部落差別解消推進法～」 

2019 年 9月 1 日(日)～9 月 26 日(木) 

会場 廊下ギャラリー 無料 

田川地区人権センター 

 福岡県田川郡福智町赤池９７０の４福智町人権のまちづくり館内 

 TEL  0947-28-5230  FAX  0947—28-5230 
  E-mail  keihatsu@lime.ocn.ne.jp 

人権センター主催 人権講座 

 第２回 人権講座 ２０１９年９月１３日（金） １４：００～１６：００ 

 子どもの権利条約国連採択３０周年と要保護・要支援の子どもたちのこと 

  講師 香渡 清則氏 

     広島県竹原市家庭児童相談員 広島県家庭児童相談員連絡協議会会長 

  会場 福智町公民館方城分館 ２Ｆ大会議室 

 第３回 人権講座 ２０１９年１０月４日（金）  １４：００～１６：００ 

  インターネットと部落差別 

  講師 川口 泰司氏 

     山口県人権啓発センター事務局長 

  会場 福智町公民館方城分館 ２Ｆ大会議室 

 第４回 人権講座 ２０１９年１１月１日（金）  １４：００～１６：００ 

  部落問題から自己・他者・社会について考える 

  講師 熊本 理抄氏 

     近畿大学人権問題研究所 教授 

  会場 福智町公民館方城分館 ２Ｆ大会議室 

  ＊２回目から４回目までの講座は 参加費１５００円（講演集を作成し後日 参加した方にお送りします 

   が、その作成の費用としていただきます。なお、同じ方が何回か参加される場合には、１５００円を 

   一度支払いいただくだけで 後は必用ありません。） 

 管理職・実務者講座 ２０１９年１０月１８日（金） １４：００～１６：００ 

   津軽三味線と人権の関わり 

  講師 長谷川 一義氏 

     津軽三味線演奏者 

  会場 田川郡赤村住民センター 大ホール 

  ＊この講座については 参加費は無料です。 

田川地区社会同和教育担当者会作成 啓発冊子「人権とスポーツ」 １１月下旬発行予定 
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特別展「自分らしく 生きるために～性同一性障害の人たちの人権～」 

2019 年 10月 1 日(火)～10 月 24 日(木) 

会場 廊下ギャラリー 無料 

 

特別展「子どもの人権を考える～人権メッセージ展～」 

2019 年 11月 5 日(火)～11 月 13 日(水) 

会場 廊下ギャラリー 無料 

 

特別展「オリンピック・パラリンピックと人権」 

2019 年 11月 15 日(金)～12 月 10 日(火) 

会場 廊下ギャラリー 無料 

 

特別展「犯罪被害者週間パネル展」 

2019 年 11月 21 日(木)～12 月 1 日(日) 

会場 廊下ギャラリー 無料 

 

特別展「HIV 啓発パネル展」 

2019 年 11月 28 日(木)～12 月 4 日(水) 

会場 廊下ギャラリー 無料 

 

特別展「（北朝鮮人権侵害問題啓発週間事業）拉致問題パネル展」 

2019 年 12月 10 日(火)～12 月 16 日(月) 

会場 廊下ギャラリー 無料 

 

特別展「2019 年人権作品展（久留米市人権協選考作品）」 

2019 年 12月 16 日(月)～2020 年 1 月 7 日(火) 

会場 廊下ギャラリー 無料 

 

特別展「2019 年人権作品展（西国分小・金丸小・日吉小・諏訪中の作品）」 

2020 年 1月 8 日(水)～3 月 4 日(水) 

会場 廊下ギャラリー 無料 

 

特別展「3.11 東日本大震災について考えるパネル展」 

2020 年 3月 5 日(木)～3 月 11 日(水) 

会場 廊下ギャラリー 無料 

 

特別展「先住民アイヌの人々のいまパネル展」 

2020 年 3月 13 日(金)～3 月 26 日(木) 

会場 廊下ギャラリー 無料 

 

連絡先：福山市人権平和資料館 

             福山市丸之内一丁目1番1号 

TEL 084-924-6789  FAX 084-924-6850 

 URL http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/jinkenheiwa/ 


