
令和元年度「人権週間」を中心とた主なイベント（広島県内）

市町名 イベント名称 日程 場所 主なプログラム

呉市
輝いて☆くれ
　ヒューマン・フェスタ2019

令和元年１２月７日(土) 呉信用金庫ホール他

■ 呉信用金庫ホール（呉市文化ホール）
10:00～14:00
ふれあいバザール
障害者就労施設の製品の紹介と販売

10:30～12:30
第25回ふれあいコンサート
「元年　～きっと来る明日へ～」をテーマに，誰もが自分らしく安心して暮らせる地域社会
を目指して，障害がある仲間，ボランティア，観客が一緒に楽しむコンサート

13:45～16:20
人権映画上映「ぼけますから、よろしくお願いします。」
信友監督講演会

■呉市役所1階多目的室
8:00～20:00
第29回児童・生徒の「人権啓発ポスター・絵画展」
全国中学生人権作文コンテスト呉地区大会優秀作品展

■ 新日本造機ホール（くれ絆ホール）
10:30～11:30
第29回児童・生徒の「人権啓発ポスター・絵画展」表彰式
13:00～14:00
全国中学生人権作文コンテスト呉地区大会表彰式

竹原市
2019たけはら
 人権フェスティバル

令和元年12月７日(土)～
令和元年12月８日(日)

竹原市人権センター，
竹原市民館

■12月7日（土）9：00～16：00
　 人権センター・市民館ロビー：パネル展示・作品展示。
■12月8日（日）9：00～16：00
　・ 人権センター：模擬店・即売コーナー・体験コーナー・健康相談・
　　　　　　　　　　　 パネル展示・作品展示。
　 ・市民館ロビー：作品展示，共同募金。
　 ・市民館ホール：人権啓発市民講座
　　　　　　　　　　　　講演演題「八重子のハミング～老老介護4000日の軌跡～」
　　　　　　　　　　　　（講師：陽(みなみ)信孝(のぶたか)さん）

三原リージョンプラザ

 ■12月８日(日)
三原リージョンプラザ
第1部：中学生人権作文表彰・朗読発表会
第2部：人権講演会
　　　　講師：西亀　真　　演題：１万回のすみません

大和人権文化センター他

■12月７日(土)
大和人権文化センター　人権講演会
講師：山下真澄さん
演題：(仮) ｢今日の差別の実態と『部落差別解消促進法』の意義｣
※そば打ち教室のそば試食会あり
■12月17日(火)
本郷人権文化センター　人権講演会
講師：芝内　則明さん
演題：国内の人権状況と部落差別の現実
■12月23日(月)
三原市人権文化センター　人権講演会
講師：都築　都美枝さん
演題：（仮）｢ソウルからの風｣-韓国から見た日本-

■第39回全国中学生人権
作文コンテスト入賞者表彰
式
■第32回「いのち・愛・おの
みち」人権講演会

令和元年12月７日（土）
13：00～15：00

尾道市しまなみ交流館

■第３９回全国中学生人権作文コンテスト入賞者表彰式
■第３２回「いのち・愛・おのみち」人権講演会
　演題：２１世紀は人権の世紀になるか
　講師：数学者、大道芸人　ピーター　フランクルさん

第32回「いのち・愛・おのみ
ち」人権展

令和元年11月16日(土)～
令和２年２月６日(木)

みつぎ子ども図書館他

人権標語・絵手紙等の市民からの応募作品と小中学校等の児童生徒の作品を展示
■11月16日（土）～11月24日（日）　9：00～19：00
　　みつぎ子ども図書館（一部作品展示）　※月曜日休館
■12月４日（金）～12月９日（月）　9：00～17：00
　　しまなみ交流館  １階市民ギャラリー
　　※火曜日休館，初日（12月４日）は13：00から，最終日（12月９日）は13：00まで
■12月12日（木）～12月19日（木）　8：30～17：15
　　人権文化センター  １階市民ギャラリー　※日曜日休所
　　 ※12月14日（土）は開館時間が異なる場合があります。
　　　　お問合せください
■12月24日（火）～１月８日（水）　8：30～18：00
　　市民センターむかいしま  １階ロビー　※12月29日～１月３日休館
■１月10日（金）～１月９日（日）　9：00～21：00
　　フジグラン尾道　３階ホール
■１月23日（木）～１月28日（火）　10：00～18：00
　　芸予文化情報センター（一部作品展示）　※月曜休館
■１月30日（木）～２月6日（木）　9：00～17：00
　　瀬戸田市民会館（一部作品展示）　※月曜休館

三原市 人権週間記念講演会
令和元年12月７日(土)～
令和元年12月23日(月)

尾道市

https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/9/festa2019.html
https://www.city.takehara.lg.jp/chiiki/jinken/jinken/jinkenfesvital.html
http://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/22/jinnkensyukankouen31-2-ri-jon.html
http://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/22/201912jinkenkouenkai.html
http://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/22/201912jinkenkouenkai.html
http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/13/9610.html


令和元年度「人権週間」を中心とた主なイベント（広島県内）

市町名 イベント名称 日程 場所 主なプログラム

福山市

２０１９ふくやま人権・平和
フェスタ
「第71回人権週間記念の集
い」

令和元年12月８日(日)
9：30～15:30

福山市人権交流センター

■まま～ずブラスアンサンブル♪福山　　　ウエルカムミュージック
■開会行事
■福山人権擁護委員協議会　　　人権作文の表彰・朗読
■福山工業高等学校
■映画上映「性別が，ない！」＆渡辺監督トークショー
昼 休 憩＆ＶＲ体験
■福山市立大学
■盈進中学高等学校
■部落解放同盟福山市協議会　女性部
～ギネスの記録に挑戦！～「おりづるチャレンジ！」
■ふくやまピース・ラボ
■支志團

府中市
ｅ・街いきいきフォーラム
（府中市人権講演会）

令和元年１１月２４日（日）
１３：３０～１５：００
　　（開場は１３：００）

府中市文化センター
（府中市府川町７０番地）
大ホール

■コンサート形式の講演会

心のストレッチ!!
～やわらかい心で明日を生きてみませんか～

　　講師：佐久間レイさん（声優、歌手、脚本家）
　　ピアノ演奏：佐田詠夢(えむ)さん（ピアニスト、作曲家）
※入場無料　全席自由，手話通訳・要約筆記あり，事前申込・整理券なし

ひと・かがやきフェスタ2019
令和元年12月８日(日)
9：30～15:00

三次市民ホールきりり

みよし いきいきふれあいフェスタ」内で「ひと・かがやきフェスタ2019」を開催。
【ひと・かがやきフェスタ2019】

≪ホール≫
■社会を明るくする運動　入賞作文表彰
■人権擁護委員による寸劇
■中学生人権作文朗読
■ひと■かがやき講演会
演題：「人生はいちばんじゃなくてもいい
～生まれてきてくれてありがとう～」
講演：松野明美さん（元オリンピックランナー）
≪展　示≫
■人権ハート絵かがやきメッセージ展示
■人権啓発パネル展
■社会を明るくする運動小中学生入賞作文展示
■小学生人権書道展
■人権擁護委員活動啓発コーナー　など

ひと・かがやきフェスタ2019
「人権ハート絵かがやきメッ
セージ巡回展示」

令和元年12月8日(日)～
令和2年1月21日（火）

■三次市民ホールきりり
■三次ＣＣプラザ
■みよしまちづくりセンター
■サングリーン

■人権ハート絵かがやきメッセージ展示
■発達障害啓発パネル展（12/８のみ）
　・12月8日（日）　三次市民ホールきりり
　・12月11日（水）～12月17日（火）　三次ＣＣプラザ
　・12月18日（水）～令和２年１月7日（火）　 みよしまちづくりセンター
　・１月8日（水）～1月21日（火）　サングリーン

庄原市 庄原市人権講演会
令和元年12月５日（木）
18：30～20：45

庄原市民会館

■人権作品表彰式（18:30～）
■人権講演会（19:00～20:45）
　　演題：野球を愛し、人を愛し、自分を愛する
　　講師：大野豊　さん（プロ野球解説者）
　　司会者：丸子ようこ　さん（NHK文化センター講師）
　　※会場ロビーに人権作品を展示します。

東広島市

人権週間・障害者週間記念
イベント
「人権フェスティバル・あい
サポートフォーラム2019
ひがしひろしま」

令和元年12月８日(日)
東広島芸術文化ホール
くらら　（小ホール他）

■小ホールイベント【要申込。11月15日(金)締切】
内容／元サッカー日本代表の前園真聖さんによる人権講演会、
木谷小学校による「人権の花」運動報告と和太鼓演奏、
中学生人権作文コンテスト表彰式及び優秀作品朗読
　定員／約180人（申込多数の場合、抽選）
　
■小ホール以外のイベント
　〇パラスポーツ「ボッチャ」体験イベント
　〇展示「さがしてみよう！まちのユニバーサルデザイン」
　〇「人権の花」運動パネル展
　〇人権相談所
　〇権利擁護分科会（要申込。11月22日(金)締切）
　〇聴覚障害者支援分科会（要申込。11月28日(木)締切）

廿日市市 人権フェスタ2019 令和元年12月７日(土)
はつかいち文化ホール
ウッドワンさくらぴあ
大ホール

■12月７日(土)
①廿日市市人権作品、全国中学生人権作文コンテスト表彰式
②記念講演会　講師：サヘル・ローズさん
　「逆境を乗り越え、夢に向かって生きる」
　～女優サヘル・ローズさんが語る、人と人の絆～
③会場内人権啓発活動
　・人権作品入選作品を含む人権啓発パネル展示
　・フェアトレード商品の販売
　・シリアへの学用品支援ブースの設置
　・人権相談ブース

三次市

http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/jinkenkoryu/
http://www.city.fuchu.hiroshima.jp/event_announce/4129.html
http://www.city.shobara.hiroshima.jp/main/government/human_rights/post_331.html
http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/kurashi/jinken/1/19103.html
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/20/48920.html


令和元年度「人権週間」を中心とた主なイベント（広島県内）

市町名 イベント名称 日程 場所 主なプログラム

第７１回人権週間
記念講演会

令和元年１１月３０日(土)
13:30～15:30

甲田文化センター　ミューズ

■男女共同参画推進講演会
「どうして？生かさない女性の力　～女性の地位はなぜ低い～」
講師：角田由紀子　弁護士

第７１回人権週間
記念映画上映会

令和元年１１月２０日(水) 甲田文化センター　ミューズ

■映画「長いお別れ」　２回上映
① 10:00-12:10
② 13:30-15:40

江田島市 国際ヒューマンフェスタ 令和元年12月8日(日)
わくわくセンター
（江田島市能美町鹿川）

オープニング　能美中学校吹奏楽部による演奏
人権作品表彰式，優秀作文発表
外国人市民によるスピーチ
人権啓発運動団体による発表
ミニコンサート
バリアフリー映画会

自立支援協議会による展示，バザー
外国人の為の防災コーナー
食文化交流

人権啓発イベント
「ヒューマンフェスタ2019
in府中町」

令和元年12月１日(日)
13：00～16：00

安芸府中生涯学習センター
くすのきプラザ

13：00　■オープニングセレモニー　（広島韓国伝統芸術院による舞踊）
13：30　■開会式
13：35　■１日人権擁護委員委嘱式　広島東洋カープ選手予定
13：50　■人権啓発書道・作文コンテスト及び標語表彰式
14：00　■人権作文表彰者作文朗読
14：30　■講演　府中町ＰＲ大使　竹原慎二さん
15：30　■お楽しみ抽選会
16：00　■終了
その他　マツダ人権パネル展、人権の花運動展、人権紙芝居展・人権書道コンテスト作
品展、つばきマン握手会等行います。

人権総合相談所
令和元年12月５日(木)
【受付時間】
10：00～14：30

ふれあい福祉センター
人権擁護委員と司法書士が、差別・いじめ・いやがらせなどの人権問題、近隣との関係
や土地建物の問題、家庭内の悩み事や相続・登記の問題などを解決するための相談に
応じます。

海田町 LGBT講演会 令和元年11月23日(土) 
海田町福祉センター
1階多目的ホール
（海田町日の出町2番35号）

■當山敦己さん講演
■高畑桜さん講演
■質疑応答

熊野町
人権啓発週間中などに実施
する人権啓発に関するイベ
ント

令和元年12月10日（火）・
14日（土）

熊野東公民館、
熊野町立図書館

■１２月１０日（火）
熊野東公民館：熊東大学人権講座
パーキンソン病を患いながら夫婦で音楽活動を続けておられます。
「げんきなこ♪のコンサート＆トーク」
■１２月１４日（土）
熊野町立図書館：人権啓発おはなし会「ま冬の冒険隊」
１　手遊び
２　絵本の読み聞かせ
３　人権擁委員さんからのお話
４　ペープサート（じごくのそうべえ）
５　工作
■期間中
役場敷地内に懸垂幕を設置
町立図書館で、人権関係の図書の展示コーナー設置
町内公共施設にチラシ・ポスターを掲示

坂町
令和元年12月４日(水)～
令和元年12月10日(火)

坂町内

■人権週間横断幕掲示（12/4～12/10：町民センター）
■町内巡回広報活動（日程調整中：町内全域）
■人権総合相談所（12/6：小屋浦ふれあいセンター）

令和元年度　人権フェスタ
令和元年１２月７日(土)
13：30～15：45

川・森・文化・交流センター

広島県山県郡安芸太田町
大字加計5908-2

13：30～　開会
13：40～　オープニング　安芸太田中学校「田楽」
14：15～　講演会
　　　　演題　大切におもうもの
　　　　講師　吉田(よしだ)　幸(こう)さん　RCC(株)中国放送

福祉事業所による
体験・展示

令和元年１２月７日(土)
12：00～16：00

川・森・文化・交流センター
（せせらぎ美術館）

■体験ブース　１階ロビー他
■展示ブース　 せせらぎ美術館
人権標語（町内小学校６年生の作品）展示

安芸太田町

府中町

安芸高田市

http://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/jinkentabunka/u159/
http://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/jinkentabunka/u159/
https://www.town.fuchu.hiroshima.jp/site/jinkensuishinshitu/list312-892.html
https://www.town.fuchu.hiroshima.jp/site/jinkensuishinshitu/list312-892.html
https://www.town.fuchu.hiroshima.jp/site/jinkensuishinshitu/list312-892.html
https://www.town.fuchu.hiroshima.jp/site/jinkensuishinshitu/11629.html
http://www.town.kaita.lg.jp/soshiki/13/113612.html
http://www.town.kumano.hiroshima.jp/www/contents/1348799865528/index.html


令和元年度「人権週間」を中心とた主なイベント（広島県内）

市町名 イベント名称 日程 場所 主なプログラム

大崎上島町

大崎上島町人権文化コン
サート
〜いのちの尊さ・平和を願う
〜
姜暁艶二胡コンサート

令和元年12月７日(土)
大崎上島文化センター
（ホール神峰）

13：00　開場
13：30　開会行事
13：40　コンサート　姜暁艶氏
15：00　閉会行事

世羅町 人権講演会
令和元年12月７日（土）
13：30～15：30

せらにしタウンセンター

■講演会
演題「老老介護4000日、愛の軌跡　～高齢社会を強く生きる～」
講師　陽(みなみ)　信孝(のぶたか)

神石高原町
ヒューマンフェスタ２０１９ in
神石高原

令和元年11月９日（土）
13：30～15：30

広島県立油木高等学校
体育館

さまざまな人権問題について正しい理解と認識を深めるため，町民を対象に人権イベント
を開催する。

■講師　大城　友弥
演題「ひとりじゃないから」
　「コンサート」と「講演」

■同時開催
　男女共同参画パネル展示
　町内小学生による人権の花　ヒヤシンス栽培記録展

http://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/
http://www.jinsekigun.jp/town/introduction/formation/kikaku/kikaku/human2019/

