
資料６

法務局名 場　　　所 備　　　考

東京 11月29日 (日) 14:00 ～ 16:15 新宿区立牛込箪笥区民ホール 「平成２７年度全国中学生人権作文コンテスト東京都大会表彰式」

横浜 12月12日 (土) 13:00 ～ 16:00 茅ヶ崎市民文化会館小ホール かながわハートフルフェスタ２０１５inちがさき

さいたま 12月12日 (土) 13:00 ～ 16:30 さいたま市産業文化センター 第６７回人権週間記念行事（埼玉県大会表彰式，講演）

千葉 12月5日 (土) 10:00 ～ 12:00 ホテルプラザ菜の花 千葉県子どもの人権ポスター原画コンテストの表彰式と併せて実施

水戸 12月5日 (土) 13:00 ～ 16:00 東海文化センター　ホール 人権週間記念フェスタ

宇都宮 12月5日 (土) 10:00 ～ 11:30 壬生中央公民館 平成27年度栃木県子どもの人権ポスター原画コンテスト表彰式を実施

前橋 12月4日 (金) 14:15 ～ 16:00 ベイシア文化ホール小ホール

静岡 12月18日 (金) 13:30 ～ 15:40 焼津市焼津文化会館 ふじのくに人権フェスティバル

甲府 12月5日 (土) 13:30 ～ 15:30 甲府合同庁舎２階大会議室

長野 12月19日 （土） 11:00 ～ 16:00 長野市若里市民文化ホール 人権フェスティバル２０１５／信州あいサポートフォーラム２０１５

新潟 12月12日 (土) 13:15 ～ 14:15 新潟市民プラザ（ＮＥＸＴ２１ビル６階人権講演会開催予定

大阪 12月5日 (土) 14:00 ～ 17:00 阿倍野区民センター 第６７回人権週間行事，第６３回中学生人権作文コンテスト表彰式，手話落語

京都 12月12日 (土) 13:00 ～ 15:30 ホテルブライトンシティ京都山科 本表彰式を「中学生の祭典」として，中学生による司会や合唱・合奏のミニコンサートも実施

神戸 12月5日 (土) 13:00 ～ 16:00 兵庫県民会館パルテホール 第３５回全国中学生人権作文コンテスト兵庫県大会表彰式・記念講演会

奈良 12月6日 (日) 12:30 ～ 15:30 三郷町文化センター 中学生人権作文表彰式と人権を考えるつどい　in　三郷

大津 12月12日 (土) 13:00 ～ 16:00 大津市生涯学習センター
「人権ふれあいのつどい～中学生の語る想い～」和太鼓演奏，金管バンド演奏，人権講
演会

和歌山 12月19日 (土) 13:40 ～ 14:50 串本町文化センター
人権のつどい（中学生による吹奏楽演奏，作文コンテスト表彰式，トーク＆コンサート
「君としあわせ～輝く命のために～」）

名古屋 12月6日 (日) 13:00 ～ 16:10 刈谷市産業振興センター　小ホール あいち人権講演会－人権問題を，ともに考えよう。－

津 12月9日 (水) 15:00 ～ 16:30 津合同庁舎大会議室

岐阜 12月5日 (土) 11:00 ～ 12:30 マーサ２１　４階マーサホール 「人権啓発フェスティバル in ぎふ」において表彰式及び朗読会を実施

福井 11月1日 (日) 12:50 ～ 13:50 福井県生活学習館「ユー・アイふくい」 人権啓発フェスティバル2015 in ふくい

金沢 12月2日 (水) 15:00 ～ 17:00 金沢市アートホール 人権朗読コンサート
（フルート，ヴァイオリン，チェロ及びピアノによる生演奏）

富山 11月17日 (火) 13:30 ～ 16:40 富山国際会議場 ヒューマンコミュニケーションフェスタ・イン・とやま２０１５

広島 12月6日 (日) 10:00 ～ 12:00 広島県民文化センター ヒューマンフェスタ２０１５ひろしま（カープ及びサンフレッチェの選手が登壇予定）

山口 12月6日 (日) 9:45 ～ 15:00 山口南総合センター 共生社会推進フェスタ２０１５

岡山 12月5日 (土) 13:30 ～ 15:30 岡山県総合福祉会館 ハートフルフェスタ２０１５おかやま

 鳥取 11月28日 (土) 12:50 ～ 14:00 倉吉未来中心 人権週間フォーラム

松江 12月6日 (日) 12:00 ～ 12:15 松江市総合体育館 ｂｊリーグ島根スサノオマジック協賛試合

福岡 12月5日 (土) 12:25 ～ 12:55 福岡県春日市クローバープラザ５０８研修室ＡＢ
作品発表会（１３：３０～１４：３０）は，人権週間講演会の第２部で実施する。

佐賀 12月6日 (日) 12:20 ～ 12:50 上峰町民センター ふれあい人権フェスタ２０１５
佐賀県中学生人権作文コンテスト表彰式及び最優秀作品の朗読

長崎 12月12日 (土) 13:30 ～ 16:00 長崎原爆資料館ホール

大分 11月28日 (土) 10:00 ～ 17:00 ガレリア竹町ドーム広場（大分市中央町）
大分県人権啓発フェスティバル（ヒューマンフェスティバル２０１５おおい
た）

熊本 12月12日 (土) 13:00 ～ 15:30 市民会館　崇城大学ホール ハートフルメッセージ２０１５

鹿児島 12月5日 (土) 13:00 ～ 14:40 ドルフィンポート１Ｆ　ドルフィンホール
「第１９回鹿児島県小学生人権作文コンテスト」表彰式及び朗読発表会
と同時実施

宮崎 12月14日 (月) 13:45 ～ 15:00 宮崎県庁本館講堂

那覇 12月5日 (土) 13:00 ～ 16:00 豊見城市立中央公民館 人権フェスティバル

仙台 12月4日 （金） 12:40 ～ 14:20 仙台市福祉プラザふれあいホール 作家の落合恵子氏による講演会　１４：４０～１６：００

福島 12月12日 (土) 13:00 ～ 15:30 矢吹町文化センター 人権のつどい２０１５

山形 12月6日 (日) 13:30 ～ 15:00 山形グランドホテル

盛岡 11月8日 (日) 11:00 ～ 16:00 雫石町営体育館
ＴＫbjリーグ岩手ビッグブルズの冠ゲームと併せて行う。なお，冠ゲームハーフタイムで
中央大会推薦作品１点について受賞者に朗読してもらう。

秋田 11月9日 (月) 13:30 ～ 15:15 三種町立八竜中学校 子ども人権デーの集いin八竜中

青森 12月6日 (日) 12:45 ～ 15:30  青森市文化観光交流施設「ねぶたの家　ワ・ラッセ」

札幌 12月8日 (火) 14:50 ～ 15:30 サッポロファクトリーアトリウム 日本ハムファイターズ選手を一日人権擁護委員に任命し，トークショーを実施

函館 12月5日 (土) 13:00 ～ 15:00 函館市亀田福祉センター

旭川 12月5日 (土) 13:30 ～ 16:00 旭川トーヨーホテル

釧路 12月5日 (土) 13:30 ～ 14:30 釧路プリンスホテル

高松 12月5日 (土) 10:00 ～ 10:40 サンポートホール高松 「じんけんフェスタ２０１５」オープニングセレモニーの中で表彰式を実施

徳島 12月5日 (土) 10:00 ～ 12:30 ヨンデンプラザ徳島

高知 12月6日 (日) 9:40 ～ 10:00 高知市中央公園
じんけんふれあいフェスタ（幼稚園児と人権キャラクターによる歌と合
奏，アンパンマンショーなど）

11月29日 (日) 13:35 ～ 14:00 土居文化会館（ﾕｰﾎｰﾙ） ２０１５四国中央市人権のつどい

12月13日 (日) 10:00 ～ 12:00
道の駅　みなとオアシスうわじま
きさいや広場　市民ギャラリー

宇和島地区大会表彰式

時　　間月　　日

第３５回全国中学生人権作文コンテスト地方大会表彰式

松山


