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インターネット人権相談受付窓口

法務局では，人権侵害による被害を受けた方を救済するための
活動を行っています。お気軽にご相談ください。

みんなで築こう 人権の世紀
12月10日は
人権デーです。

第68回

人権週間
12月４日～10日

人KENあゆみちゃん

人権イメージキャラクター
人KENまもる君

～考えよう 相手の気持ち 未来へつなげよう 違いを認め合う心～



第68 回人権週間行事

入場無料
事前申込不要
当日会場先着順
施設
定員

名417
「女性が輝く社会 －女性活躍4.0時代－ 」

「大統領の料理人」（2012年制作/フランス）

人権啓発パネルの展示等

昨今の女性を取り巻く人権や社会状況を踏まえ、
女性が輝く社会の実現に向けた取り組み等御講
演いただきます。

フランスのミッテラン大統領のプライベート・シェフ、真実の物語。嫉妬う
ずまく官邸料理人たちの中で、女性シェフが、型破りな豪快さと絶品料理
でお堅い官邸の常識と、大統領の＜心＞を変えていく。

講師■坂東 眞理子 氏
　　　　（昭和女子大学理事長・総長）

手話通訳・パソコン要約筆記を実施

日本語字幕付き及び
日本語吹き替えで上映

Les Saveurs du Palais ©2012 ‒Armoda Films- 
Vendome
Production ‒Wild Bunch ‒ France 2 Cinema

12.2
平成28年

金
14：00～17：20／開場13：30～

目黒区中小企業センターホール
（目黒区民センター内）

住所／東京都目黒区目黒二丁目４番36号
交通／JR山手線・東急目黒線・
東京メトロ南北線・都営三田線
「目黒駅」西口下車徒歩12分

託児室有
定員10名（申込順）

対象は1歳以上の未就学児。要予約
東京都総務局人権部

TEL.03-5388-2588  FAX.03-5388-1266
11月28日（月）17時〆切

●主催／東京都人権啓発活動ネットワーク協議会（東京都・東京法務局・
東京都人権擁護委員連合会・公益財団法人人権擁護協力会）・
目黒区・目黒区教育委員会

●協賛／公益財団法人東京都人権啓発センター・目黒地区人権擁護委員会

●後援／ハローワーク渋谷
●問合せ先／東京都総務局人権部  TEL.03-5388-2588
　　　　　　東京法務局人権擁護部  TEL.03-5213-1366
　　　　　　目黒区総務部人権政策課  TEL.03-5722-9214
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目黒区中小企業
センターホール

※お車でのご来場はご遠慮
ください。駐車場は、隣接
の区民センター駐車場(有料
100円／30分)をご利用い
ただけますが、台数が限ら
れております。

講　演
14：15～15：15

映画上映
15：30～17：05

みんなで築こう 人権の世紀
～考えよう 相手の気持ち 未来へつなげよう 違いを認め合う心～

講演と映画の集い in
目黒



12月10日は「人権デー」
12月4日から10日までは「人権週間」です。
「世界人権宣言」が昭和23年12月10日に国連総会において採択されてから、

本年で68周年を迎えます。

人権週間にちなみ、人権に関する正しい理解と認識を深めるとともに、
人権意識を高めることができるよう、「講演と映画の集い in 目黒」を開催します。

皆様お誘いあわせのうえ、ぜひご来場ください。

○女性の人権を守ろう
○子どもの人権を守ろう
○高齢者の人権を守ろう
○障害を理由とする偏見や差別をなくそう
○同和問題に関する偏見や差別をなくそう
○アイヌの人々に対する理解を深めよう
○外国人の人権を尊重しよう
○HIV 感染者やハンセン病患者等に対する偏見や差別をなくそう
○刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくそう

○犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう
○インターネットを悪用した人権侵害をなくそう
○北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう
○ホームレスに対する偏見や差別をなくそう
○性的指向を理由とする偏見や差別をなくそう
○性同一性障害を理由とする偏見や差別をなくそう
○人身取引をなくそう
○東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう

■講師紹介…富山県生まれ
1969年東京大学卒業、総理府入省、内閣総理大臣官房参事官、統計局消費統計課長などを経て男
女共同参画室長
1995年～1998年　埼玉県副知事、1998年～2000年　ブリスベン総領事、2001年～2003年　
内閣府男女共同参画局長
2004年4月～　女性文化研究所長（現在に至る）、2007年4月～2016年3月　昭和女子大学学
長、2014年4月～　学校法人昭和女子大学 理事長（学長兼務）、2016年7月～　昭和女子大学総
長（理事長兼務）
「女性の品格」「日本の女性政策」「日本人の美質」「60歳からしておきたいこと」「ソーシャル・
ウーマン」「女性の知性の磨き方」など著書多数。

「第68回人権週間」強調事項

坂東 眞理子 氏（昭和女子大学理事長・総長）

大統領の料理人（201２年制作/フランス/95分）

演題：「女性が輝く社会 ー女性活躍4.0時代― 」（60分）
手話通訳・パソコン要約筆記を実施

日本語字幕付き及び日本語吹き替えで上映

片田舎で小さなレストランを営むオルタンス・ラボリがスカウトを受け、連れて来られた新しい勤務先は
エリゼ宮。そこはなんとフランス大統領官邸のプライベートキッチンだった。
堅苦しいメニューと規律と縛られた食事スタイル、嫉妬うずまく官邸料理人たちの中で、彼女が作り出す
のは「美味しい」の本当の意味を追求した料理の数々。
当初、値踏みするような目で遠巻きに眺めていた同僚たちも、いつしか彼女の料理の腕と情熱に刺激さ
れ、彼女のペースに巻き込まれ、官邸の厨房には、少しずつ新しい風が吹き始める。
やがて、大統領のお皿に食べ残しがなくなってきたある日、彼女に直接声をかけてきたミッテラン大統領
の口から意外な話が飛び出す―。
【監督・脚本】クリスチャン・ヴァンサン
【出演】カトリーヌ・フロ、ジャン・ドルメッソン、イポリット・ジラルド
【配給】ギャガ

Les Saveurs du Palais ©2012 ‒Armoda Films- Vendome
Production ‒Wild Bunch ‒ France 2 Cinema

東京都人権啓発活動ネットワーク協議会HP　http://www.moj.go.jp/jinkennet/tokyo/tokyo_index.html
東京都総務局人権部HP「じんけんのとびら」　http://www.soumu.metro.tokyo.jp/10jinken/tobira/
公益財団法人人権擁護協力会HP　http://jinken-kyouryokukai.jp/
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第68 回人権週間行事

みんなで築こう 人権の世紀
～考えよう 相手の気持ち 未来へつなげよう 違いを認め合う心～

講演と映画の集い
入場無料
事前申込不要
当日会場先着順
定員

名469
講　演 KONISHIKI が見た日本

映画上映 「パディントン」（2014年制作/イギリス）

人権啓発パネルの展示等

日本名：小錦八十吉（こにしき やそきち）
日本の良さ、おもてなしの素晴らしさ、海外
との違い、相撲を通して学んだ事等御講演い
ただきます。

家を探して、はるばる大都会ロンドンへやってきたパディントン。
彼はまだ知らない。家よりも素敵なものが待っていることを…
愛すべきクマの笑いと冒険の感動ストーリー。

講師■KONISHIKI 氏
　　　　（タレント・アーティスト・元大関）

手話通訳・パソコン要約筆記を実施

日本語字幕付き及び
日本語吹き替えで上映

© 2014 STUDIOCANAL S.A. TF1 FILMS 
PRODUCTION
S.A.S. PADDINGTON BEAR™,
PADDINGTON™ AND PB™ ARE
TRADEMARKS OF PADDINGTON
AND COMPANY LIMITED 
www.paddington.com

12.10
平成28年

土
13：30～17：00／開場13：00～

13：45～14：45

15：00～16：35

小金井 宮地楽器ホール
（小金井市民交流センター）大ホール

住所／東京都小金井市本町六丁目14番45号
交通／JR中央線「武蔵小金井駅」南口駅前徒歩１分

託児室有
定員10名（申込順）

対象は1歳以上の未就学児。要予約
東京都総務局人権部

TEL.03-5388-2588  FAX.03-5388-1266
12月5日（月）17時〆切

●主催／東京都人権啓発活動ネットワーク協議会（東京都・東京法務局・東京都人権擁護委員連合会、公益財団法人人権擁護協力会）・小金井市
●協賛／公益財団法人東京都人権啓発センター
●問合せ先／東京都総務局人権部  TEL.03-5388-2588
　　　　　　東京法務局人権擁護部  TEL.03-5213-1366
　　　　　　小金井市企画財政部広報秘書課広聴係  TEL.042-387-9818

in
小金井



東京都人権啓発活動ネットワーク協議会HP　http://www.moj.go.jp/jinkennet/tokyo/tokyo_index.html
東京都総務局人権部HP「じんけんのとびら」　http://www.soumu.metro.tokyo.jp/10jinken/tobira/
公益財団法人人権擁護協力会HP　http://jinken-kyouryokukai.jp/

○女性の人権を守ろう
○子どもの人権を守ろう
○高齢者の人権を守ろう
○障害を理由とする偏見や差別をなくそう
○同和問題に関する偏見や差別をなくそう
○アイヌの人々に対する理解を深めよう
○外国人の人権を尊重しよう
○HIV 感染者やハンセン病患者等に対する偏見や差別をなくそう
○刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくそう

○犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう
○インターネットを悪用した人権侵害をなくそう
○北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう
○ホームレスに対する偏見や差別をなくそう
○性的指向を理由とする偏見や差別をなくそう
○性同一性障害を理由とする偏見や差別をなくそう
○人身取引をなくそう
○東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう

■講師紹介…日本名／小錦 八十吉（こにしき やそきち）
1963年12月31日米国ハワイ州オアフ島生まれ。1982年ハワイ大学付属高校卒業後、高見
山（現在の東関親方）にスカウトされ、高砂部屋に入門。7月場所初土俵。1983年11月場所
十両に昇進。1984年7月場所新入幕。1987年5月場所後、大関に昇進。1994年2月1日帰
化。1997年11月場所を最後に引退。1998年には都民文化栄誉賞、ユネスコ国際フェアプ
レー賞など受賞。

引退後は、タレント、アーティストとして講演活動
やＴＶ・ＣＭ出演、ハワイアンライブなどを精力的
に行っている。2014年１月、ミュージカル「愛の唄
を歌おう」に出演。ＮＨＫ子供番組【にほんごであ
そぼ】には10年間以上出演中。ハワイアンシン
ガーとしてもアルバムを多数発売。
現在、レギュラーラジオ番組FM NACK5「KONISHIKI 
LEALEA SUNDAY」に出演中。ボランティア活動に
も積極的に取り組んでおり、ハワイと日本の子供
達に文化交流をさせたいという思いから、
KONISHIKI基金を立ち上げ、毎年50人の子供達
を日本へ招待し、様々な経験をさせるという活動を
10年間続けた。2011年の東日本大震災発生後に
はすぐに支援をはじめ、炊き出しやライブを何度
も行った。熊本地震の際にもカレーの炊き出しと
ライブを行った。現在もチャリティー活動を続けて
いる。

「第68回人権週間」強調事項

ＫＯＮＩＳＨＩＫＩ 氏（タレント・アーティスト・元大関）

パディントン（2014年制作/イギリス/95分）

演題：「KONISHIKI が見た日本」（60分） 手話通訳・パソコン要約筆記を実施

日本語字幕付き及び日本語吹き替えで上映

【監督】ポール・キング 
【原作】マイケル・ボンド
【出演】ヒュー・ボネヴィル、サリー・ホーキンス、
ジュリー・ウォルターズ、ジム・ブロードベント、ピー
ター・カパルディ・ニコール・キッドマン、ベン・ウィ
ショー（声の出演）
【配給】キノフィルムズ

家を探して、はるばる大都会ロンドンへ やってきたパディントン。
彼はまだ知らない。家よりも素敵なものが待っていることを・・・

© 2014 STUDIOCANAL S.A. TF1 FILMS 
PRODUCTION
S.A.S. PADDINGTON BEAR™,
PADDINGTON™ AND PB™ ARE
TRADEMARKS OF PADDINGTON
AND COMPANY LIMITED 
www.paddington.com

12月10日は「人権デー」
12月4日から10日までは「人権週間」です。
「世界人権宣言」が昭和23年12月10日に国連総会において採択されてから、

本年で68周年を迎えます。

人権週間にちなみ、人権に関する正しい理解と認識を深めるとともに、
人権意識を高めることができるよう、「講演と映画の集い in 小金井」を開催します。

皆様お誘いあわせのうえ、ぜひご来場ください。

















日　時

場　所

講師　野原　すみれ　氏 
（がんばらない介護応援団長）

お問い合わせ先：さいたま地方法務局人権擁護課　℡ 048-859-3507

第１部

１５：００～１６：３０

１３：００～１４：４０

平成２８年度全国中学生人権作文コンテスト

埼玉県大会表彰式

第 ６ 8 回

（平成２8年１２月４日～１０日）

入場無料
(先着順300名様)

人 権 週 間

（住所：さいたま市中央区下落合５－４－３）

「がんばらない介護」を日本ではじめて提唱。
“がんばらない”は流行語となって介護者の救いとなる。
社会福祉法人「緑成会」特別参与
日本ペンクラブ会員
著書　「正々堂々がんばらない介護」（海と月社）、
「死ぬまで元気に自分流　「がんばらない介護」と３つの
備え 」（萌文社）他多数。

    ＪＲ京浜東北線「与野駅」　　西口下車･徒歩１５分
※　公共交通機関を御利用ください。

講演 「家族介護者の心の健康～知って，気づいて，支えあおう～」

主催：さいたま地方法務局・埼玉県人権擁護委員連合会

 本年度は，県内の３９３校が参加し，１１９，３７６編の応募作品がありました。

 その中から，最優秀賞７編，優秀賞２０編を表彰します。

第２部

本案内は埼玉県人権啓発活動ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでもご覧いただけます。（http://www.moj.go.jp/jinkennet/saitama/saitama_index_html）

埼玉　人権　ネットワーク 検索

平成２８年１２月４日（日）

    ＪＲ埼京線　　「与野本町駅」東口下車･徒歩   ６分　　

さいたま市産業文化センター

 ～ 人権週間記念行事を次のとおり開催します ～

人権イメージキャラクター 
          人KENあゆみちゃん 

人権イメージキャラクター 
          人KENまもる君 

 

 

 







平成２８年度 

 

 

主催 久喜人権啓発活動地域ネットワーク協議会 

 

〈問い合わせ〉 

幸手市人権推進課 担当：有馬 

TEL ０４８０（４３）１１１１ 

内線１６２ 

 

桂
かつら

ぽんぽ娘
こ

氏（落語家） 
 

「なぜ、いじめはなくならないの？ 

～元いじめられっ子の 

落語家からのメッセージ～」 

（講演＋落語） 

 

 

 

日時  平成２８年１２月１１日（日）午後２時４５分～午後４時 

会場  「北公民館 ホール」  幸手市大字内国府間８６７ 

 

 

 

講師紹介 

 小・中学校時代、自殺を考えるほど壮絶ないじめを経験。その後、落語家の道を進むこ

とを決意し、2000年 東京太・ゆめ子に弟子入り、2006年 桂 文福に入門。現在は、

落語家として全国各地で活躍する一方、一児の母として子育てに奮闘中。自身の経験を基

に「いじめ問題」「子育て」について講演を行なう。 

 

 





等の自主コンサートでも好評を得ています。

同
日
開
催

























12 月10 日（土） 

 

 

 

 
 

袋井地域人権啓発活動ネットワーク協議会 

「ネットの中のいじめと人権侵害」 
～ネットの闇から子どもを守る～ 

NPO法人 e-Lunch(イーランチ)理事長 

              

          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
地域の情報化支援と女性の社会参加の応援を目的に、2003年 
4月、静岡県焼津市に NPO法人イーランチを設立。 
｢母親目線｣を大切に活動しているイーランチでは、情報化社会 
に生きる子どもたちが、将来 ITCを賢く使いこなせる社会人と 
なるために、情報モラルと適正な判断力を育む支援をしている。 

 
  
平成 28年   
受付/13:00～ 開演/13:30～15:00  
 
袋井市総合センター  ４階大会議室 
袋井市新屋１－２－１ 袋井市役所南側 

      無料【定員：先着 140人】 
※事前申し込みは必要ありません。 

      袋井地域人権啓発活動ネットワーク協議会 
※袋井地域人権啓発活動ネットワーク協議会は、各種人権啓発活動を総 
合的かつ効率的に実施することを目的に、袋井市と森町の人権擁護委 
員 16名で構成された協議会です。 

      袋井市・森町              【駐車場は袋井市役所をご利用ください】  

           静岡地方法務局袋井支局 電話：0538-42-3545 

日 時 

会  場 

入 場 

田 
 

松 
直 

 

子 
 

氏 
講演会 

袋井市総合センタ- 

主 催 
 

後 援 
 

 お問い合わせ 











人権ってな～に？
見て、触れて、学ぼう！

人権ってな～に？12月４日～10日は人権週間です。12月４日～10日は人権週間です。

人権を大切にする
県民のつどい
人権を大切にする
県民のつどい
人権を大切にする
県民のつどい

平成28年12月４日（日）平成28年12月４日（日）

♥人権擁護委員による紙芝居など
♥家族の男女共同参画フォトコンテスト受賞者表彰式
♥脳性マヒブラザーズ・中村博和さんによるトークショー
♥新潟アルビレックス BC選手によるサイン会
♥NIE'S によるステージパフォーマンス

♥人権啓発キャラバンで完成した人権ハートの展示
♥新潟市人権イラスト展入賞作品の展示
♥県内の人権擁護委員活動紹介パネル
♥各種人権課題のパネル・ポスター　　など

１階マリンコート横
午前９時～午後 10時

１階スカイコート
午前10時15分～午後３時
１階スカイコート
午前10時15分～午後３時

イオンモール新潟南 １階イオンモール新潟南 １階

見て、触れて、学ぼう！

入場
無料申込

不要

ステージイベントステージイベントステージイベント
♥人権擁護委員による紙芝居など
♥家族の男女共同参画フォトコンテスト受賞者表彰式
♥脳性マヒブラザーズ・中村博和さんによるトークショー
♥新潟アルビレックス BC選手によるサイン会
♥NIE'S によるステージパフォーマンス

じんけんパネル展じんけんパネル展じんけんパネル展
12月３日（土）～12月11日（日）12月３日（土）～12月11日（日）

♥人権啓発キャラバンで完成した人権ハートの展示
♥新潟市人権イラスト展入賞作品の展示
♥県内の人権擁護委員活動紹介パネル
♥各種人権課題のパネル・ポスター　　など

12月10日（土）
新潟市民プラザ（NEXT21 ６階）

13：30～15：00
（開場13：00）

本当の国際理解
～世界９万 5000km自転車ひとり旅から考える人権～

石田ゆうすけさん（旅作家／エッセイスト）

主催／新潟県・新潟県人権啓発活動ネットワーク協議会（※）※構成団体：新潟県、新潟地方法務局、新潟県人権擁護委員連合会、新潟市

お問い合わせ／新潟県福祉保健課人権啓発室 TEL：025－280－5181（直通）FAX：025－280－5742
E-mail：ngt040210@pref.niigata.lg.jp

※プログラムに変更がある場合がございます。あらかじめご了承ください。

人権イメージキャラクター
人KENあゆみちゃん、人KENまもる君

人権イメージキャラクター
人KENあゆみちゃん、人KENまもる君

定員

200名
申込先着

順

中学生人権作文コンテスト表彰式午前11：00～正午

日時

会場

１階マリンコート横
午前９時～午後 10時

講師

人 権 講 演 会

詳しくは で検索新潟県　人権 検 索

脳性マヒブラザーズ脳性マヒブラザーズNIE’SNIE’S

中村博和さん中村博和さん

同時開催▶



12/３（土）▶12/11（日）

12/４（日） 12/４（日）プログラム

12/10（土）講演会

12/４（日）　会場で、人権イメージキャラクターと一緒に、NIE’S（10:45～11:15）アルビBC選手（14:30～15:00）が人権啓発グッズを配布します。

イオンモール新潟南
（新潟市江南区下早通柳田１丁目１番１号）

じんけんパネル展

※写真は昨年度の様子です。

※時間及び内容は変更になる場合があります。

NIE'S ステージパフォーマンス（10:15～10:45）
人権擁護委員の活動紹介（10:45～11:15）

「じんけん体操・かるた～世界をしあわせに～」
十日町協議会（11:20～11:40）
紙芝居「さるかにがっせん」
糸魚川協議会(11:45～12:05)

脳性マヒブラザーズ・中村博和トークショー
（12:10～12:45）
家族の男女共同参画フォトコンテスト受賞者表彰式
（12:45～13:10）

パネルシアター「みんなともだち」
村上協議会(13:10～13:30)
寸劇「黒いランドセル」
三条協議会（13:35～13:55）

新潟アルビＢＣ選手トーク＆サイン会（14:00～14:30）
人権擁護委員の活動紹介（14:30～15:00）

講師　石田ゆうすけさん　主なプロフィール
◆経　歴
1969年和歌山県白浜町生まれ。旅行作家。
７年半かけて自転車で世界一周し、87ヵ国を巡る。
その顛末をつづった『行かずに死ねるか！』に始まる「世界９万5000km 
自転車ひとり旅」シリーズ３部作は、中国など３ヵ国で翻訳され、累計
30万部を超えるヒット作に。
文筆活動のかたわら、全国の学校や企業で「夢」「相互理解」「モチベー
ションアップ」などをテーマに講演も行っている。その回数は300を超
え、アメリカや台湾など海外でも開催された。

◆著　書
『行かずに死ねるか！～世界９万5000km 自転車ひとり旅～』、
『道の先まで行ってやれ！』、『地図を破って行ってやれ！』（幻冬舎）
『大事なことは自転車が教えてくれた。』（小学館）ほか

同時開催
体 験 教 室　押し花しおり教室（南魚沼協議会）
アンケート　アンケートに答えて記念品と交換しよう！（県人権啓発室）

※専用駐車場はございません。車でご来場の方は周辺の有料駐車場をご利用ください。

事前申込が必要です。氏名、お住まいの市区町村名、連絡先、「石田さん講演会希望」の旨を明記の上、はがき、FAX、電子
メールのいずれかでお申し込みください。
受領した時点で受付となります。（入場券等は発行しません。先着漏れの方のみ連絡します。）
＊個人情報保護のため、上記申込事項についてはこの講演会以外には使用しません。

新潟県福祉保健部福祉保健課あて(担当：人権啓発室)

演題「本当の国際理解  ～世界９万5000km 自転車ひとり旅から考える人権～」
新潟県人権講演会　参加申込書

新潟県福祉保健部福祉保健課人権啓発室
〒950－8570 新潟市中央区新光町４－１
TEL：025－280－5181（直通）
E-mail：ngt040210@pref.niigata.lg.jp

FAX：025－280－5742

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

新潟市民プラザ（新潟市中央区西堀通６－866  NEXT21  ６階）

講演会
申込方法

他 お連れ様　　　名

代表者氏名 お住まいの市町村（区）名 ご連絡先

新潟駅

８

７

万 代 口 信越本線

南 口

↑至 昭和大橋至 千歳大橋↑

←
至 黒埼

新潟中央
I.C

新潟中央
JCT

新潟市民病院
新潟テルサ新潟テルサ

東新潟病院

亀田バイパス

江南暑

姥ケ山 I.C姥ケ山 I.C

鵜ノ子 I.C↓至 新津・五泉・阿賀野

東京学館新潟
高等学校
東京学館新潟
高等学校

女池 I.C 桜木 I.C 弁天 I.C

新潟亀田 I.C
日本海東北自動車道

紫竹山
I.C

新潟バイパス
鳥屋野潟

至 白根
←

至 新発田
→

上越新幹線 ※弁天 I.C は新発田方面からの
　乗り降りはできません。

ビッグスワン
スタジアム

天
寿
園

弁
天
橋
通

磐
越
自
動
車
道

越
後
石
山
駅

亀
田
駅

パチンコヴィーム亀田店さま

イオンモール
新潟南

亀田駅より
イオンモール新潟南まで 5km

南長潟

５

16
工業団地

R116

新潟市役所●

りゅーとぴあ●
音楽文化会館●

新潟市役所●

県民会館●
りゅーとぴあ●
音楽文化会館●

ラブラ万代●

上越新幹線

R8（新潟バイパス） 至 新発田

三越●

●
新潟県庁

●中央消防署
●中央警察署

鳥屋野潟

新潟駅

NEXT21 6 階
新潟市民プラザ

N



定員:先着 200 名 

参加費:無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                       

 

＜申込方法＞                                        

事前申込が必要です。氏名、お住まいの市町村（区）名、連絡先、「石田さん講演会 希望」の旨を明記の上、はがき、 

ＦＡＸ、電子メールのいずれかでお申し込みください。 

受領した時点で受付となります。（入場券等は発行しません。先着漏れの方のみ連絡します。） 

＊個人情報保護のため、上記申込事項についてはこの講演会以外には使用しません。 

 

＜お問合せ・お申し込み先＞ 

新潟県福祉保健部福祉保健課人権啓発室 〒９５０－８５７０ 新潟市中央区新光町４－１ 

Tel： ０２５－２８０－５１８１（直通）  Fax： ０２５－２８０－５７４２ 

E-mail： ngt040210@pref.niigata.lg.jp 

講師：石田
い し だ

 ゆうすけさん 

（旅作家/エッセイスト） 

日時：12 月 10 日（土）13:30～15:00 

場所：NEXT21 ６階 新潟市民プラザ  
（新潟市中央区西堀通６－８６６） 

手話通訳・要約筆記あり 

講演に先立ち「全国中学生人権作文コンテスト新潟県大会表彰式」（11:00～12:00）

を行います。受賞した中学生による人権作文の朗読があります。 

（ 開場 13:00 ） 

講演会 

県内在留外国人は約 14,000 名と近年外国人の方がより身近な存在となっています。また、４年後の 2020

年には東京でオリンピックが開会され、多くの外国人の方が日本を訪れます。 

そこで今回の講演では世界８７ヵ国を自転車で旅行し、異なる文化・価値観の人たちと交流してきた石

田さんから、プロジェクタによる各国の画像のスライドショーと笑いを交えたトークで世界一周旅行を疑

似体験していただきながら、本当の国際理解についてお話いただきます。 

主催/新潟県・新潟県人権啓発活動ネットワーク協議会 
（構成団体：新潟県、新潟地方法務局、新潟県人権擁護委員連合会、新潟市） 



◆経歴 
 １９６９年和歌山県白浜町生まれ。旅行作家。 

 ７年半かけて自転車で世界一周し、８７ヵ国を巡る。 

 その顛末をつづった『行かずに死ねるか！』に始まる「世界９万 5000km 自転車ひとり旅」シ

リーズ３部作は、中国など３ヵ国で翻訳され、累計３０万部を超えるヒット作に。 

 文筆活動のかたわら、全国の学校や企業で「夢」「相互理解」「モチベーションアップ」などを

テーマに講演も行っている。その回数は３００を超え、アメリカや台湾など海外でも開催された。 

  

◆著書 
 『行かずに死ねるか！～世界９万 5000km 自転車ひとり旅～』、 

 『道の先まで行ってやれ！』、『地図を破って行ってやれ！』（幻冬舎） 

『大事なことは自転車が教えてくれた。』（小学館）ほか 

 

 

会場案内図 新潟市民プラザ（新潟市中央区西堀通６－８６６ ＮＥＸＴ２１ ６階） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

代表者 氏名 お住まいの市町村（区）名 ご連絡先 

   

 

〇ＪＲ新潟駅万代口より 

駅前バスターミナルより、萬代橋ライン、信

濃町線、浜浦町線、鳥屋野線、有明線、西

小針線で「古町」バス停下車、徒歩１分 

 

〇高速道より 

（新潟西インター・新潟中央インター） 

Ｒ８（新潟バイパス）桜木インターチェンジ

より車で１０分 

 

※専用駐車場はございません。 

車でご来場の方は周辺の有料駐車場をご

利用ください。 

新潟県福祉保健部福祉保健課あて(担当：人権啓発室) 
 

「 本当の国際理解 

～世界９ 万 5000km 自転車ひとり旅から考える人権～」 

 

参加申込書 

交通案内 

石田
い し だ

 ゆうすけさん（主なプロフィール） 

新潟県福祉保健部福祉保健課人権啓発室  

〒９５０－８５７０ 新潟市中央区新光町４－１ 

TEL：０２５－２８０－５１８１（直通）   

E-mail：ngt040210@pref.niigata.lg.jp 

FAX：０２５－２８０－５７４２ 
 

他 お連れ様    名 
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