資料６
第３７回全国中学生人権作文コンテスト地方大会表彰式
法務局名

月

日

時

間

場

備

所

東京

11月26日 (日)

13:00 ～ 15:30 としまセンタースクエア

考

横浜

12月10日 (日)

13:00 ～ 16:00 ハーモニーホール座間

かながわハートフルフェスタ２０１７inざま（講演会講師：小森美登里）

さいたま

12月10日 (日)

13:00 ～ 16:30 さいたま市産業文化センター

講演会（講師：藪本雅子氏）と同時開催

千葉

12月9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開催

水戸

12月9日 (土)

13:00 ～ 16:00 石岡市民会館ホール

人権週間記念フェスタ（講演会講師：安達阿記子）

宇都宮

12月2日 (土)

10:00 ～ 11:30 グリムの森「グリムの館」（多目的ホール） 平成２９年度子どもの人権絵画コンテスト栃木県大会表彰式と同時開催

前橋

11月28日 (火)

14:30 ～ 16:00 甘楽町文化会館

静岡

12月19日 (火)

13:30 ～ 15:40 袋井市メロープラザ

ふじのくに人権フェスティバル

甲府

12月10日 （日）

13:30 ～ 16:00 敷島総合文化会館

童謡歌手による歌とトークショー（歌手：雨宮智子）と同時開催

長野

12月2日 (土)

新潟

11月26日 （日）

11:00 ～ 12:00 新潟市民プラザ（ＮＥＸＴ２１ビル６階） 表彰式終了後（13:30～）人権講演会開催予定

大阪

12月10日 (日)

13:30 ～ 16:30 中央区民センター（２階ホール）

京都

12月9日 (土)

13:00 ～ 15:30 同志社校友会 新島会館
13:00 ～ 16:00

13:30 ～ 14:20 上田市 サントミューゼ 小ホール 人権フェスティバル２０１７
人権・文化のつどい

神戸

12月9日 (土)

奈良

12月10日 （日）

12:30 ～ 15:30 五條市市民会館

大津

12月16日 (土)

12:30 ～ 15:30 大津市生涯学習センター

和歌山

12月9日 (土)

名古屋

12月16日 (土)

津

11月26日 (日)

岐阜

12月9日 (土)

人権ふれあいのつどい～中学生の語る想い～
人権のつどい（中学校吹奏楽部による演奏，講演会（講師：村崎修二・
13:00 ～ 16:00 紀美野町文化センターみさとホール
耕平氏））
13:15 ～ 14:30 鯱城ホール（伏見ライフプラザ５階） 人権週間記念行事「ちょっと素敵な映画会」
表彰式イベントとして桑名西高校演劇部による人権啓発劇及び白子高
12:00 ～ 16:00 津リージョンプラザ お城ホール
校吹奏楽部コンサートを実施予定
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

福井

11月5日 (日)

12:00 ～ 16:00 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2017inふくい

金沢

12月1日 (金)

15:00 ～ 17:00 金沢市アートホール

富山

11月27日 （月）

13:30 ～ 16:25 富山国際会議場

広島

12月10日 (日)

12:30 ～ 13:00

広島市総合福祉センター５階（ＢＩＧ ＦＲＯＮＴ ひろしま）

人権朗読コンサートと同時開催
ヒューマンコミュニケーションフェスタ・イン・とやま２０１７（表彰式の時間
帯：１５：１５～１５：５０）
ヒューマンフェスタ２０１７ひろしま

山口

12月9日 (土)

10:15 ～ 11:20

山口県健康づくりセンター（山口県総合保健会館）

共生社会推進フェスタ2017

岡山

12月9日 (土)

13:30 ～ 15:30 さん太ホール

ハートフルフェスタ２０１７おかやま

鳥取

11月23日 (木)

13:15 ～ 14:00 米子市文化ホール

松江

12月2日 （土）

11:00 ～ 16:00 松江市総合体育館

福岡

12月9日 (土)

14:50 ～ 16:00 春日市クローバープラザ

第６９回人権週間フォーラム
島根スサノオマジック（Bリーグ男子プロバスケットボールチーム）ホーム
ゲーム
福岡県主催の人権週間講演会と同時開催

佐賀

12月9日 (土)

11:30 ～ 12:15 相知交流文化センター

ふれあい人権フェスタ２０１７

長崎

12月9日 (土)

13:30 ～ 16:00 長崎県勤労福祉会館

大分

11月18日 (土)

13:00 ～ 14:00 ガレリア竹町ドーム広場(大分市中央町) ヒューマンフェスタ２０１７おおいた

熊本

12月16日 (土)

13:00 ～ 15:30 熊本市立図書館ホール

鹿児島

12月9日 (土)

宮崎

12月13日 （水）

那覇

12月9日 (土)

13:00 ～ 17:00 那覇地方法務局

仙台

12月2日 (土)

12:40 ～ 14:00 仙台市戦災復興記念館記念ホール

福島

11月22日 (水)

13:00 ～ 15:30 郡山市立郡山第一中学校

山形

12月10日 (日)

13:30 ～ 15:30 山形グランドホテル

盛岡

12月24日 (日)

12:00 ～ 16:00 盛岡タカヤアリーナ

秋田

11月9日 （木）

13:30 ～ 15:15 仙北市立角館中学校

青森

12月9日 (土)

12:45 ～ 15:30 アラスカ会館

札幌

12月5日 (火)

14:30 ～ 16:30 サッポロファクトリー・アトリウム

函館

12月2日 (土)

13:00 ～ 15:00 七飯町文化センター（スターホール）

旭川

12月2日 (土)

13:30 ～ 16:00 大雪クリスタルホール

釧路

12月2日 （土）

13:30 ～ 14:30 イオンモール釧路昭和店１階サンコート

高松

12月2日 （土）

徳島

12月3日 (日)

高知

12月10日 (日)

松山

10:00 ～ 11:30

神戸クリスタルタワー（３階）クリスタルホール

表彰式後に講演会あり（講師：松原マリナ氏，松原ルマ氏）
中学生人権作文表彰式と人権のつどいin五條

ハートフルメッセージ２０１７

鹿児島市勤労者交流センター8階多目的ホール

13:45 ～ 15:10 宮崎県庁講堂

9:20 ～ 9:50 サンポートホール高松

Bリーグ岩手ビックブルズと連携し，公式戦の会場で表彰式を行う。
表彰式後，公式戦で人権啓発イベントを行い，ハーフタイムで中央大会
推薦作品１点について受賞者が朗読を行う。
子ども人権デーの集いin角館中
青森山田高等学校吹奏楽部演奏会（表彰式の第２部として実施）
北海道日本ハムファイターズの選手によるトークショーを予定（出演選
手は未定）
北海道日本ハムファイターズ選手来場予定（選手は未定）
じんけんフェスタ２０１７

10:00 ～ 12:00 ヨンデンプラザ徳島
9:55 ～ 10:10 高知市中央公園
開催していない

じんけんふれあいフェスタ（川嶋あいコンサート，盲導犬デモンストレー
ション，アンパンマンショーなど）

