
法務局名 事　業　名 月　　日 時　　間 場　　　所 内　　容

東京
第７１回人権週間行事
講演と映画の集いin東大和

12月7日(土) 13:30～16:30
東大和市民会館ハミングホー
ル大ホール

【講演】「パックンマックンと考えるこれからの多文化共生」（講師：
パックンマックン（お笑いコンビ））
【映画上映】「空飛ぶ金魚と世界のひみつ」
及び人権啓発パネルの展示等

東京 高校生・著名人の人権メッセージパネル展 11月9日(土) 11:00～17:00
新宿駅西口広場イベントコー
ナー

高校生及び著名人による人権メッセージのパネル展示

東京 人権ユニバーサル事業 11月16日(土) 11:00～17:00 東京国際フォーラム バリアフリー体験，民族衣装体験
東京 人権ユニバーサル事業 11月17日(日) 11:00～17:00 東京国際フォーラム バリアフリー体験，民族衣装体験

さいたま 人権週間記念行事 12月7日(土) 13:00～15:40
さいたま市民会館おおみや
（さいたま市大宮区下町
３－４７－８）

令和元年度全国中学生人権作文コンテスト埼玉県大会表彰式及び朝霞市
立朝霞第五中学校吹奏楽部によるミニコンサート

さいたま 行田市人権教育合同学習講演会 12月5日(木) 18:00～19:30 行田市産業文化会館 落語家柳家花緑氏による講演会

千葉
ハートフルヒューマンフェスタいちかわ２
０１９

12月1日(日) 13:30～15:35 市川市文化会館小ホール
・講演（講師；安田菜津紀（フォトジャーナリスト）
・人権作文朗読
・小中学生による合唱

千葉
ちばハートフルヒューマンフェスタ２０１
９

12月6日(金) 13:00～16:00
千葉市市民会館
大ホール

・千葉ロッテマリーンズ選手一日人権擁護委員任命式
・ハートフルコンサート（千葉県警察音楽隊）
・特別講演（講師：サヘル・ローズ，題目：出会いこそ，生きる力）

千葉 ヒューマンフェスタｉｎ南房総２０１９ 12月7日(土) 13:00～15:45
南房総市白浜フローラルホー
ル

・特別講演（講師：鈴木おさむ（放送作家），題目；笑う家族に福きた
る？）
・トゥルーカラーズによるステージイベント
・人権作文朗読
・人権ポスター展示

千葉
令和元年度市原市人権・男女共同参画
フォーラム

12月8日(日) 13:00～15:30 市原市市民会館小ホール

・講演会（講師：千葉公慈（宝林寺住職），題目：現代の人権をともに
考えよう－ブッダの生涯から－）
・人権作文朗読
・人権ポスター展示

水戸 人権週間記念フェスタ 12月7日(土) 13:00～16:00 那珂市総合センターらぽーる 人権週間記念フェスタ

宇都宮 車いすバスケット人権教室 11月29日(金) 10:55～12:45 栃木県上三川町立本郷中学校

　栃木県を本拠地とする車いすバスケットボールチームと連携し、中学
生を対象とした体験型の人権教室を実施することにより、障害のある人
への理解を深め、また、共生社会の意義を伝えるとともに、パラスポー
ツに対する関心を高める。

宇都宮
中学生人権作文コンテスト・絵画コンテス
ト表彰式・展示会

12月7日(土) 10:00～17:00
宇都宮市立田原コミュニティ
センター

中学生人権作文コンテスト及び絵画コンテスト入賞者の表彰式，絵画コ
ンテスト入賞者の作品展示会

宇都宮 ひとｔｏひとのフォーラム足利２０１９ 12月7日(土) 11:00～16:00 足利市民プラザ ミニフェスティバル

前橋 人権啓発フェスティバルｉｎぐんま 12月8日(日) 13:00～16:30 群馬県公社総合ビル

・パネル展示
・映画上映
・講演
・演劇上演

静岡 静岡人権週間フェスティバル 11月16日（土） 14:00～16:00
静岡市清水区
エスパルスドリームプラザ

清水エスパルス選手を一日人権擁護委員に委嘱しての啓発活動
トークショーや音楽バンドによるライブを実施

静岡 ふじのくに人権フェスティバル 12月19日（木） 13:30～15:40
富士市文化会館ロゼシアター
中ホール

全国中学生人権作文コンテスト表彰式及び講演会の実施

静岡 人権の花パネル，ポスター展
12月3日（火）
　～8日（日）

10:00～18:00 イシバシプラザ 人権の花パネル及びポスターの展示，特設相談所の開設

静岡 伊豆市人権講演会 12月8日（日） 14:00～15:30
伊豆市民文化ホール
（修善寺生きいきプラザ）

人権講演会

静岡 人権ポスター・書道展示会，表彰式
11月29日（金）
　～30日（土）

9:00～17:00

表彰式は30日
13:00～14:10

富士宮市役所 小中学生対象の人権ポスター，書道の展示会と表彰式

第71回人権週間関連イベント一覧（実施済みのイベントを含む）
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法務局名 事　業　名 月　　日 時　　間 場　　　所 内　　容

静岡 人権講演会 12月2日（月） 10:00～12:00 富士宮市立富士根南中学校
十種競技の現在の日本記録保持者である右代啓祐氏による中学生への
「夢に向かって」の講演会

静岡 浜松人権フェスティバル２０１９ 12月7日（土） 13:30～16:15 クリエート浜松２階ホール

・中学生による人権作文優秀作品の朗読
・講演会「パラリンピックと共生社会」
　講師　河合純一　氏
・小学生人権書道・ポスターコンテスト優秀作品，人権の花運動パネル
展示　（12月4日～12月8日）

静岡 御前崎市人権講演会 12月7日（土） 13:30～15:30 御前崎市民会館
演題：困難を抱えたすべての人たちへ　～「だから無理」より「じゃあ
どうする」の方が面白い～
講師　大胡田誠　氏（弁護士）

甲府 人権週間街頭啓発 12月4日(水) 7:30～8:30 ＪＲ甲府駅 駅利用者に対し人権相談リーフレット等の配布を行う。

甲府
全国中学生人権作文コンテスト山梨県大会
表彰式

12月8日(日) 13:30～15:00 山梨県立文学館 受賞した生徒を表彰し，生徒本人に作品を朗読してもらう。

甲府 人権啓発パネルの展示
12月4日(水)
～10日(火)

8:30～17:15 甲府合同庁舎
庁舎１階ロビーに人権啓発パネルを展示し，人権尊重思想の普及高揚を
図る。

長野
全国中学生作文コンテスト長野県佐久地区
表彰式

11月30日(土) 13:00～17:00 佐久平交流センター 受賞者への表彰式及び受賞作品の朗読

長野 人権啓発ポスター展示
12月2日（月）
～10日（火）

9:00～22:00 イオンモール佐久平
佐久地域の学校で実施された人権の花運動をはじめとした人権啓発活動
をポスターにして，広く地域の方々に広報する。

長野 街頭啓発活動 12月2日(月) 15:00～16:00 イオンモール佐久平 人権擁護思想の普及・高揚を目的とした人権啓発に係るチラシ等の配布

長野 街頭啓発活動 12月3日(火) 10:00～12:00
イオン木曽福島店
ＪＡ木曽Acoopきそ店

店舗の駐車場でチラシ等を配布する。

長野 人権を考える町民大会 12月7日(土) 13:00～15:00 立科町老人福祉センター
人と人が尊重し合い，共に生きられる町づくりを目的として開催。パラ
リンピック選手を講師として招き，「夢をあきらめない」と題し講演を
行うほか，人権擁護委員協議会における啓発活動の発表を行う。

長野 小諸市人権フォーラム 12月8日(日) 13:15～15:45 小諸市文化会館

部落問題をはじめとする人権問題を市民全体で考え，人権が尊重され，
住みよい地域社会と家庭を創造することを目的として開催。人権体操の
発表，地元中学校演劇部による人権に係る作品の朗読及び落語家を講師
として招き，「気づけば高まる人権意識」と題した講演を行う。

長野 第７１回人権週間啓発行事 12月8日(日) 10:00～11:00 ＪＲ長野駅コンコース
・県内プロスポーツ団体，地元中学生及び人権擁護委員による街頭啓発
・地元中学生による合唱

長野
長野県人権フェスティバル２０１９
第４２回人権を尊重し合う市民の集い

12月15日（日） 13:00～16:00 長野市芸術館ホール

・長野市人権ポスター・標語コンクール表彰式
・全国中学生人権作文コンテスト長野県大会表彰式
・バリアフリーコンサート
・県内プロスポーツ選手による人権トークショー

新潟
人権を大切にする県民のつどい
（イベント）

12月7日(土) 11:00～14:45
新潟市西区小新５－７－２１
アピタ新潟西店

・人権擁護委員によるパネルシアター，手作り紙芝居
・手話ミニ講座・盲導犬デモストレーシュン
・新潟アルビレックスＢＣ選手によるトーク＆サイン会

新潟
人権を大切にする県民のつどい
（人権パネル展）

12月1日(日)
～7日(土)

9:00～21:00
新潟市西区小新５－７－２１
アピタ新潟西店

・人権キャラバンで完成した人権ハート展示
・心の輪を広げる体験作文，障害者週間ポスター展示
・新潟市人権イラスト展入賞作品展示

大阪 第７１回人権週間街頭啓発活動 12月3日(火) 15:00～16:30
天神橋筋商店街（四丁目及び
五丁目）及び同商店街内ＪＲ
天満駅前広場

１　天神祭女性御神輿への「一日人権擁護委員」の委嘱式の実施
２　ウォークバルーン及び天神祭女性御神輿による通行人及び商店街店
主への啓発活動（物品配布）
３　人権擁護委員による特設人権相談所の開設

大阪 人権週間記念「人権を考える市民の集い」 12月12日(木) 18:30～20:30
茨木市
クリエイトセンター

人権作品表彰式・講演会

京都 「第７１回人権週間」街頭啓発活動 12月4日(水) 11:00～12:00
ＪＲ京都駅中央改札口前広場
他

・一日人権擁護委員の委嘱（西七条保育園園児）
・上記園児による歌
・京都市消防音楽隊による演奏
・街頭啓発活動
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法務局名 事　業　名 月　　日 時　　間 場　　　所 内　　容

神戸
第３９回全国中学生人権作文コンテスト神
戸地区予選表彰式及び兵庫県大会表彰式・
講演会

12月7日(土) 9:30～16:30 兵庫県民会館けんみんホール

午前：全国中学生人権作文コンテスト神戸地区予選表彰式，中学生人権
トーク
午後：同コンテスト兵庫県大会表彰式，講演会　講師：公益財団法人兵
庫県障害者スポーツ協会理事　増田和茂氏

神戸 街頭啓発活動 12月4日(水) 14:00～15:00 三ノ宮センター街 ヴィッセル神戸選手の一日人権擁護委員委嘱式，啓発活動

神戸 日々の生活と人権を考える集い２０１９ 11月13日(水) 14:00～16:50 ルナ・ホール
第１部　上映会　「キセキの葉書」
第２部　講演会「可能性の扉を開けて」
講師　脇谷みどり

神戸 にしのみや人権フォーラム 12月7日(土) 13:30～15:00 プレラホール
講演会　インターネットと人とのかかわりあい
～突然，僕は殺人犯にされた～
講師　スマイリーキクチ

神戸 人権週間のつどい 11月30日(土) 13:00～15:30
尼崎市教育・障害福祉セン
ター

人権作文・人権書道表彰式
人権作文最優秀賞受賞者による朗読
人権書道入賞作品パネル展示
応募協力校への感謝状贈呈式等

神戸 人権書道コンテスト入賞作品パネル展示
12月4日(水)
～10日(火)

12月4日(水)～12月9日(月)
9:00～17:00
12月10日(火)
9:00～15:00

尼崎市中央北学習プラザ 人権書道入賞作品パネル展示

神戸 人権週間街頭啓発 12月6日(金) 14:00～15:30 阪神尼崎駅前 阪神タイガース選手(一日人権擁護委員)による街頭啓発

神戸 ２０１９あかしヒューマンフェスタ 11月29日(金) 13:00～16:00 明石市民会館中ホール
講演会，
啓発物の配布，人権相談など

神戸 第１７回「人権フェスタｉｎ丹波篠山」 12月7日(土) 10:30～16:15 四季の森生涯学習センター

・展示イベント
・あいさつ啓発ポスターコンテスト入賞者表彰
・中学生人権作文コンテスト入賞者表彰・朗読
・基調講演

神戸 丹（まごころ）の里人権のつどい 12月8日(日) 13:00～16:00 春日文化ホール
・パネル展示
・中学生人権作文コンテスト入賞者表彰・朗読
・講演会

神戸 街頭啓発活動 12月3日(火) 10:10～11:30 姫路駅北にぎわい広場
ヴィクトリーナ姫路選手，ハリマアルビオン選手等への一日人権擁護員
委嘱及び街頭啓発

神戸
全国中学生人権作文コンテスト兵庫県大会
地区予選表彰式（「いなみ人権フェスティ
バル」の中で開催）

12月7日(土) 9:20～10:00 稲美町立文化会館 全国中学生人権作文コンテスト地区予選の表彰式

神戸 西播磨人権のつどい 12月14日(土) 13:00～16:00
太子町立文化会館
（あすかホール）

「西播磨小学生書道コンテスト」・「全国中学生人権作文コンテスト西
播磨地区予選」表彰式及び最優秀作品の朗読，各コンテスト優秀作品，
「人権の花」運動パネルの展示,人権に関する講演会

神戸 街頭啓発活動 12月15日(日) 13:00頃 豊岡市（アイティ前） 街頭啓発活動
神戸 街頭啓発活動 12月3日(火) 午前中 養父市（Ｙタウン） 街頭啓発活動
神戸 街頭啓発活動 12月5日(木) 15:00頃 朝来市（イオン和田山店） 街頭啓発活動
神戸 街頭啓発活動 12月中 香美町（香住区中央公民館） 街頭啓発活動

神戸 街頭啓発活動 12月8日(日) 午前中
新温泉町（スーパーナカケー
２箇所）

街頭啓発活動

神戸 街頭啓発活動 12月7日(土) 10:30～12:00
洲本市塩屋１－１－８
イオン洲本店

人権週間リーフレット等の啓発資料を配付

神戸 街頭啓発活動 12月7日(土) 10:30～12:00
南あわじ市市円行寺１５０
パルティ

人権週間リーフレット等の啓発資料を配付

神戸 街頭啓発活動 12月7日(土) 10:30～12:00
淡路市志筑新島１０－２
イオン淡路店

人権週間リーフレット等の啓発資料を配付

奈良
第７１回人権週間行事
人権のつどいinかしはら

12月1日(日) 12:30～15:40
奈良県橿原市立かしはら万葉
ホール

「第３９回全国中学生人権作文コンテスト」奈良県大会表彰式と作文朗
読，一日人権擁護委員によるコンサート，地元中学生による吹奏楽の演
奏及び地元合唱団による合唱

大津 講演会 12月4日(水) 19:30開演 栗東芸術文化会館さきら 講演（講師：大前光市）

大津 人権週間巡回キャンペーン 12月5日(木) 8:40出発
甲賀支局，２市役所，社会福
祉法人及び３民間企業

各所においての啓発
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法務局名 事　業　名 月　　日 時　　間 場　　　所 内　　容

大津 講演会 12月10日(火) 19:00開演
愛荘町立ハーティーセンター
秦荘

講演（講師：辻トイ子）

大津 講演会 12月4日(水) 14:00開演 豊郷町地域総合センター 講演（講師：彦根支局長補佐）

大津 人権ふれあいのつどい 12月7日(土) 13:00開演
ひこね市文化プラザエコー
ホール

全国中学生人権作文コンテスト滋賀県大会表彰式ほか

和歌山 人権のつどい 12月7日(土) 13:00～16:00 岩出市立市民総合体育館
中学校生徒による落語
人権講演会「あなたの心のこりほぐします～画僧のみる世の中～」

名古屋 第７１回人権週間パネル展
12月4日（水）
～10日（火）

10:00～16:00
小牧市まなび創造館
センターモール

パネル
「考えようみんなの人権」

名古屋 人権作文コンテスト入賞作品展示会
12月1日(日)
～10日(火)

半田市雁宿ホール 人権作文コンテストの入賞作品の展示

名古屋 人権作品コンクール入賞作品展示会
11月29日(金)

～12月10日(火)
東海市役所 人権作品コンクールの入賞作品の展示

名古屋 人権作品コンクール入賞作品展示会
12月9日(月)
～25日(水)

知多市役所 人権作品コンクールの入賞作品の展示

名古屋 人権作品コンクール入賞作品展示会
12月4日(水)
～10日(火)

東浦中央図書館 人権作品コンクールの入賞作品の展示

名古屋 図書館とのコラボレーション企画 12月8日(日) 武豊町立図書館 人権ぬり絵の展示，人権に関する図書コーナーの設置，本の読み聞かせ

名古屋
人権を理解する作品コンクール
優秀作品等展示会

12月3日(火)
～13日(金)

12月3日(火)～12月12日(木)
8:30～17:15
12月13日(金)
8:30～16:00

西尾市役所
正面玄関西ロビー

昨年度の人権を理解する作品コンクールの優秀作品等の展示

津
全国中学生人権作文コンテスト三重県大会
表彰式イベント

12月14日(土) 13:00～15:00
津リージョンプラザお城ホー
ル

・第39回全国中学生人権作文コンテスト三重県大会表彰式
・吹奏楽部コンサート

津 ヒューマンフェスタin亀山 12月7日(土) 10:00～14:50 亀山市立亀山東小学校体育館
・人権習字の展示
・人権DVD放映
・人権啓発グッズ配布

津 じんけんフェスタ２０１９ 12月8日(日) 9:30～17:00 四日市市文化会館

・中学生人権作文表彰式・朗読会
・人権パネル展
・人権啓発DVD上映
・人権啓発ポスター展示

津 令和元年度人権講演会 12月14日(土) 14:30～16:20 いせトピア ・人権啓発推進ポスター・標語表彰式

津 人権文化フェスティバル 12月8日(日) 10:00～12:00
農業屋コミュニティ文化セン
ター

人権パネル展

津 じんけんフェスタ２０１９ 12月8日(日) 9:30～17:00 四日市市文化会館

・中学生人権作文表彰式・朗読会
・人権パネル展
・人権啓発DVD上映
・人権啓発ポスター展示

津 人権を考える市民の集い２０１９ 12月8日(日) 13:30～ 伊賀市文化会館 人権啓発パネル展示
津 人権週間ふれ愛コンサート 12月8日(日) 13:30～16:00 名張市青少年センター 人権啓発パネル展示

岐阜 人権啓発フェスティバルinぎふ 12月7日(土) 10:00～15:30
岐阜市正木中１－２－１
マーサ２１

・園児によるパフォーマンス
・アンパンマンショー及び撮影会
・人権作文コンテスト表彰式及び朗読会
・人権啓発パネル展示，人権啓発資料配布
・特設人権相談所開設

福井
「 人KEN ハートフルフェスタ
2019 in Fukui 」

12月7日(土) 10:00～11:40
アオッサ
ハピリン（展示）

福井協議会における全国中学生作文コンテスト・小学生ポスターコンテ
ストの表彰式及び朗読，展示
園児による合唱ほか

福井
講演会
【女（ひと）と男（ひと）輝くさばえフェ
スタ2019】

12月1日(日)
13:30～15：00

【10:00～15:00】
鯖江市嚮陽会館

演題「ひとりひとりの選択を応援できる社会に」
　（女性の力を社会に活かし，差別をなくし一人ひとりが夢と誇りをも
てる社会になるよう理解を求める）

金沢 人権映画会 12月8日(日) 10:00～
野々市市文化会館フォルテ大
ホール

家族の愛をテーマに「湯を沸かすほどの熱い愛」
テーマに合った過去の作文の朗読など

金沢 人権講演会 12月10日(火) 10:00～11:30 津幡町役場
「高齢期を生きる，そして，高齢者とともにある皆さんへのメッセージ
－自分を大切にするということ，まわりの人を大切にするということ
－」
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法務局名 事　業　名 月　　日 時　　間 場　　　所 内　　容

金沢
中学生人権作文コンテスト表彰式及び人権
朗読コンサート

11月29日(金) 15:00～17:00 金沢市アートホール 中学生人権作文表彰式と人権作文の朗読を行う。

金沢
全国中学生人権作文コンテスト
小松協議会表彰式

12月4日(水) 15:30～16:30
金沢地方法務局小松支局
会議室

当支局管内の石川県人権擁護委員連合会優秀賞３名，同入選６名，小松
人権擁護委員協議会優秀賞４名，同優良賞５名，同入選１０名に対し，
各表彰状等の伝達式を行う。

金沢 ともに歩もう市民のつどい 12月1日(日) 10:00～13:15 フォーラム七尾
各種表彰式
人権・男女共同参画講演会
街頭啓発活動

金沢 人権作文表彰式 12月4日(水) 16:30～ 中能登町役場鳥屋庁舎 人権作文表彰式
金沢 人権作文表彰式 12月9日(月) 16:30～ 羽咋市役所 人権作文表彰式（羽咋市，宝達志水町合同）
金沢 人権作文表彰式 12月11日(水) 14:30～ 志賀町役場 人権作文表彰式

金沢
全国中学生人権作文コンテスト
穴水部会表彰式

12月6日(金) 未定 穴水町立穴水中学校
全国中学生人権作文コンテスト輪島審査会で優秀作品に選ばれた穴水町
内の生徒への表彰状の伝達式

金沢
全国中学生人権作文コンテスト
能登部会表彰式

12月4日(水) 16:00～ 能登町役場
全国中学生人権作文コンテスト輪島審査会で優秀作品に選ばれた能登町
内の生徒への表彰状の伝達式

広島 ヒューマンフェスタ2019広島 12月8日(日) 10:00～16:00
広島駅南口地下広場，広島市
総合福祉センター

・人権啓発映画上映会
・演題「障害者の人権に配慮した施設外就農への取組」
・いじめ防止実践発表会
ほか

広島 ヒューマンフェスタ2019 in 府中町 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

・府中町PR大使竹原慎二さんによる講演
・人権啓発書道コンテスト作品展
・中学生人権作文コンテスト作品展
・いじめ防止の標語コンクール作品展
・人権の花運動展・人権啓発紙芝居展

広島 人権フェスタ 12月7日(土) 13:00～15:30 はつかいち文化ホール
講師：サヘル・ローズ
演題：逆境を乗越え, 夢に向かって生きる

広島 人権講演会 12月7日(土) 13:30～15:00 しまなみ交流館
講師：ピーター・フランクル
演題：２１世紀は人権の世紀になるか

広島 人権講演会 12月7日(土) 14:00～15:30 せらにしタウンセンター
講師：陽　信孝（ミナミ　ノブタカ）
演題：孝行介護４０００日・愛のキセキ
　　　（高齢社会を強く生きる）

広島 人権講演会 12月8日(日) 14:00～15:00 三原市リージョンプラザ
講師：西亀　真（ニシガメ　マコト）
演題：一万回のすみません

山口
・じんけん映画祭２０１９
・全国中学生人権作文コンテスト
山口県大会表彰式

12月1日(日) 13:00～ ニューメディアプラザ山口
・作文コンテスト表彰式及び最優秀賞作品朗読
・映画「聲の形」上映

山口 山口市人権フェスティバル 12月14日(土) 13:00～15:30 山口南総合センター
・全国中学生人権作文コンテスト地区大会表彰式及び朗読
・講演「違いを楽しみ，力に変える」：にしゃんたさん

山口 人権学習市民セミナー 12月7日(土) 14:00～15:00 防府市文化福祉会館
・人権作文コンテスト防府地区大会入賞者３名の作文朗読
・講演会「インターネットにおける問題」：ＮＴＴドコモスマホケータ
イ安全教室の講師

山口 人権を考えるつどいinひかり 12月15日(日) 13:00～15:30 光市民ホール
・人権作文コンテスト表彰式
・講演

山口 長門市人権フェスティバル 11月10日(日) 13:30～16:00 ラポールゆや

・全国中学生作文コンテスト地区大会表彰式及び朗読
・人権の花運動感謝状記念品贈呈式
・更正保護について
・講演「性的マイノリティってなに？～楽しく学ぶジェンダー，セク
シュアリティ～」講師　弁護士　仲岡しゅん

山口 阿武町「人権」を考える集い推進大会 11月23日(土) 14:20～16:20 阿武町町民センター

・全国中学生作文コンテスト地区大会表彰式及び朗読
・いじめ防止・根絶強調月間標語・ポスター最優秀賞表彰式
・講演「小よく大を制す」「夢は必ずかなう」講師　ＮＨＫ大相撲解説
者（元大相撲力士）舞の海秀平

山口 萩市人権の心をはぐくむ市民の集い 12月7日(土) 13:30～16:00 萩市民館

・全国中学生作文コンテスト地区大会表彰式及び朗読
・人権の花運動感謝状贈呈
・人権の花バトンタッチ式
・人権講演会　講師　フリーアナウンサー　沖永優子
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法務局名 事　業　名 月　　日 時　　間 場　　　所 内　　容

山口
・人権週間映画上映会in柳井
・第３９回全国中学生人権作文コンテスト
岩国地区大会表彰式

12月8日(日) 13:00～ アクティブやない
・作文コンテスト表彰式・優秀作品朗読
・映画「きみはいい子」上映

山口 下関市人権フェスティバル 12月7日(土) 13:00～16:00
菊川ふれあい会館
（アブニール）

・中学校吹奏楽部による演奏
・人権標語及び人権作文入賞者表彰
・人権標語発表，中学生人権作文朗読
・講演「あきらめない心」
　日本人初義手の看護師，北京・ロンドンパラリンピック競泳日本代表
　伊藤真波　氏

山口
ヒューマンフェスタさんようおのだ～人権
を考える集い２０１９～

12月7日(土) 13:30～15:40
山陽小野田市
不二輸送機ホール

山口県視覚障害者団体連合会
宇部市代表委員　西村和幸

岡山 ハートフルフェスタ２０１９おかやま 12月7日(土) 13:30～16:00 さん太ホール
・人権啓発ポスター表彰式
・人権作文コンテスト表彰式及び朗読
・益子直美さんによる講演会

岡山 第２４回人権フェスティバル岡山 12月1日(日) 10:00～15:00 岡山ドーム

・ミニコンサート
・トークショー＆読み聞かせ
・介助犬パフォーマンス
・チャレンジプレイコーナー（ボッチャ等）
・参加体験コーナー（車いす・点字等）

岡山 令和元年度　人権を考えるつどい 12月1日(日) 13:00～16:30 吉井会館　多目的ホール
・岡野雄一さんの講演会
・映画「ペコロスの母に会いに行く」の上映会

岡山
人権教育・啓発研修会（映画会）及び人権
啓発標語表彰式

12月7日(土) 13:30～ 備前市市民センター
・人権啓発標語表彰式
・中学生人権作文コンテスト朗読会及び表彰式
・映画会

岡山 人権映画上映会 12月7日(土) 13:30～ 瀬戸内市中央公民館
・中学生人権作文コンテスト朗読会及び表彰式
・映画会

岡山 和気町人権尊重のまちづくり推進大会 12月7日(土) 13:00～ 和気町総合福祉センター

・人権啓発作品優秀者の表彰及び紹介（中学生人権作文コンテストにつ
いては優秀作品の紹介）
・和気中学校生徒による人権劇の放映
・講演会

岡山 なやみごと何でも相談所 12月1日(日) 9：30～14：30 ウィズアップくらしき ・特設人権相談の開設
岡山 中学生人権作文表彰と発表会 12月15日(日) 13:30～15:30 くらしき健康福祉プラザ ・地区大会入賞者の表彰，作文朗読

岡山 「人権の花」運動写真パネル展
11月15日(金)
～17日(日)

10:00～16:00 イオンモール倉敷
・「人権の花」運動写真パネルの展示
・「人権の花」対象校児童による啓発物品の配布

岡山 「人権の花」運動写真パネル展
11月29日(金)
～12月1日(日)

総社市図書館 ・「人権の花」運動写真パネルの展示

岡山 笠岡市人権週間のつどい 12月1日(日) 14:00～15:30 笠岡市保健センター
・講演会
　演題：「インターネットに潜む危険なワナ」
　講師：スマイリーキクチ氏

岡山
人権の花，人権フォトコンテスト入賞作品
の展示

人権週間中 笠岡市役所本庁舎 ・人権の花，人権フォトコンテスト入賞作品を展示

岡山 人権の花運動写真展 人権週間中 浅口市内各公民館 ・人権の花運動の写真を展示
岡山 人権の花運動写真展 人権週間中 里庄町公民館 ・人権の花運動の写真を展示
岡山 人権啓発講演会 12月1日(日) 10:30～12:00 まなびの広場にいみ ・中国から女性二瑚奏者を招き，いのちの尊さと平和を願うコンサート

岡山 人権書道作品の展示
11月21日(木)

～12月10日(火)
ポルカ天満屋
成羽病院

・書道作品を展示

岡山 人権の花運動の壁新聞の展示
11月21日(木)

～12月10日(火)
ポルカ天満屋
成羽病院

・壁新聞を展示

岡山 美作市人権講演会・人権教育推進講演会 12月1日(日) 13:00～15:00 美作文化センター ・プロフィギアスケーター鈴木明子氏による講演

岡山 鏡野町人権問題講演会 12月15日(日) 13:00～15:00 鏡野町立中央公民館 ・芸人スマイリーキクチ氏による講演
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法務局名 事　業　名 月　　日 時　　間 場　　　所 内　　容

岡山 真庭市人権・教育講演会 12月8日(日) 14:00～ 勝山文化センター
・一般社団法人児童虐待防止機構オレンジＣＡＰＯ理事長・島田妙子氏
による講演

岡山 人権を考える市民のつどい 11月30日(土) 13:00～15:15
グリーンヒルズ津山
リージョンセンター

・山田雅人氏による講演

鳥取 人権週間フォーラム 11月24日(日) 13:00～16:00
鳥取県立生涯学習センター
（県民ふれあい会館）

・全国中学生人権作文コンテスト鳥取県大会表彰式・朗読会
・鳥取市人権標語・ポスター表彰式
・講演会
・ワークショップ，特設人権相談所

鳥取
くらよし国際交流フェスティバル
２０１９

11月24日(日) 11:00～15:00 伯耆しあわせの郷
・人権擁護委員の活動等の紹介
・人権相談
・ワークショップ等

鳥取 北栄町じんけんフェスティバル２０１９ 12月7日(土) 13:30～16:00
北栄町大栄農村環境改善セン
ター

・人権擁護委員の活動等の紹介
・人権相談
・ワークショップ等

鳥取 境港市人権ふれあいフェスティバル 12月14日(土) 11:30～15:30
境港市文化ホール
（シンフォニーガーデン）

・人権講演会
・人権作品（人権標語等）及び人権啓発パネル等の展示
・中学生人権作文コンテスト表彰式
・人権週間の街頭啓発

松江
「第３９回全国中学生人権作文コンテス
ト」島根県大会表彰式

12月8日(日)
松江市鹿島町佐陀本郷７６
「鹿島総合体育館」

男子プロバスケットボールBリーグ「島根スサノオマジック」ホーム
ゲーム会場において，人権作文コンテストの表彰式を行い，場内におい
て来場者に対し，人権擁護委員及び法務局職員が人権週間の広報活動を
行う。

福岡 ハンセン病問題パネル展
11月25日(月)

～12月27日(金)
8:30～17:15 法務総合合同庁舎１階

ハンセン病について正しく理解するためにパネル展による啓発を行い，
また，ハンセン病に関するパンフレットを配布する。

福岡 福岡県内一斉無料電話相談 12月1日(日) 9:00～17:00 福岡法務局人権擁護部
法務局職員及び人権擁護委員が県内統一のフリーダイヤルを用いて無料
人権相談を行う。

福岡 街頭啓発 12月4日(水)
①8:00～8:30

②16:00～16:30
①天神地区
②博多駅地区

リーフレット及び物品（まごころ製品）を配布し，街頭啓発を行う。

福岡
第３９回全国中学生人権作文コンテスト福
岡県大会表彰式・発表会

12月7日(土) 14:50～16:00
クローバープラザ大ホール
（春日市）

人権作文コンテスト県大会の表彰式，受賞作品の朗読及び一日人権擁護
委員委嘱を行う。なお，福岡県主催の人権週間講演会（トークセッショ
ン「子どもの貧困ー報道の現場から－」）と同日開催。

福岡 太宰府市男女共同参画市民フォーラム 12月7日(土) 13:30～15:15 プラム・カルコア太宰府

講演会
男女共同参画に関するパネル展
人権パネル展
人権の花運動の活動について掲示

福岡 岡垣町人権フェスタ 12月7日(土) 13:00～15:15
岡垣町　サンリーアイ・ハミ
ングホール

人権講演会

福岡 北九州市ふれあいフェスタ 12月8日(日) 11:00～16:30
ウェル戸畑（北九州市戸畑
区）

障害団体が開催する障害者芸術祭と共同開催
著名人による人権講演会，車椅子体験など実施

佐賀 ハートフルフォーラム2019in伊万里 12月5日(木) 13:30～16:00
伊万里市民センター
（佐賀県伊万里市松島町３９
１－１）

高校生による意見発表，講演会等

佐賀 ふれあい人権フェスタ2019 12月7日(土) 11:00～16:00
上峰町民センター
（佐賀県三養基郡上峰町大字
坊所３１９番地４）

・全国中学生人権作文コンテスト佐賀県大会表彰式
・啓発パネル展
・障害者フライングディスク体験

長崎
第３９回全国中学生人権作文コンテスト長
崎県大会表彰式及び朗読会

12月7日(土) 13:00～15:30 長崎県勤労福祉会館 入賞者に対する表彰式及び入賞者による朗読会を行う。

長崎 一支国じんけんフェスティバル 12月8日(日) 13:30～16:30 ふれあいセンターかざはや
フェスティバルにおいて人権作文コンテスト入賞者による朗読会及び人
権書道，人権の花運動の取組結果の展示を行う。

長崎 五島市人権フェスティバル 11月30日(土) 13:00～ 福江総合福祉保健センター
フェスティバルにおいて人権作文コンテスト入賞者に対する表彰式及び
入賞者による朗読会を行う。

長崎 じんけんを考えるつどいin対馬 12月1日(日) 13:00～ 対馬市公会堂
講演（じんけんコンサート），人権パネル展，中学生人権作文発表会を
行う。
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法務局名 事　業　名 月　　日 時　　間 場　　　所 内　　容

大分 人権啓発フェスティバル 11月30日(土) 10:00～16:00
ガレリア竹町ドーム広場
（大分市中央町）

・ボッチャ体験コーナー
・発達障害啓発・相談コーナー
・人権作品表彰式　　　　等
　　（ポスター，標語，作文）

熊本 ハートフルメッセージ２０１９inくまもと 12月14日(土) 13:00～16:00
市民会館シアーズホーム夢
ホール大会議室

全国中学生人権作文コンテスト熊本県大会表彰式として最優秀作品２
点，審査員特別賞４点，優秀賞６点の表彰式を行った後，最優秀賞及び
審査員特別賞受賞作の朗読会を開催し，併せて記念講演会を開催する予
定。

熊本 第１４回かみましき人権フェスタ２０１９ 12月8日(日) 10:00～16:00
イオンモール熊本（上益城郡
嘉島町）

人権の花実施校で作成された作品，全国中学生人権作文コンテスト熊本
県大会の入賞作品，人権擁護委員の活動を紹介する資料展示をするほ
か，人権作文の朗読会，人権紙芝居の上演，その他特設人権相談所の開
設を予定。

熊本
ハッピースマイルアートギャラリー（令和
元年度熊本市特別支援学級児童生徒作品
展）

11月29日(金)
～12月2日(月)

9:30～17:00
熊本城桜の馬場城彩苑
多目的交流施設

熊本市内の小中学校の特別支援学級児童生徒作品展を開催する予定。

熊本
ロアッソ熊本ホームゲーム
スタジアム啓発

12月1日(日) 12:00～16:00 えがお健康スタジアム
Ｊリーグチームのロアッソ熊本の最終ホームゲームにおいて，来場者へ
の啓発物品配布及びハーフタイムを利用してピッチ内で人権週間及び人
権擁護委員活動のＰＲを実施する予定。

熊本 きくち人権フェスティバル 12月14日(土) 9:00～11:00 菊池市文化会館
人権作品（作文・ポスター・標語ほか）の表彰及び人権擁護委員による
啓発劇等を行ったあと，渡辺哲雄氏による『高齢者の人権』をテーマに
した講演を行う予定。

熊本 パネル展示
12月4日(水)
～10日(火)

8:30～17:15 熊本地方法務局玉名支局
玉名合同庁舎１階ロビーにおいて，人権啓発パネル及び玉名人権擁護委
員協議会活動の様子を展示する。

熊本 水俣パートナーシップウィーク事業 12月15日(日) 13:30～15:00 水俣市民会館 小島慶子氏による『男女共同参画』をテーマにした講演会を行う予定。

熊本 荒尾市人権フェスティバル 12月7日(土) 9:00～13:30 荒尾総合文化センター
会場周辺での街頭啓発を行ったあと，福永宅司氏による『子どもの人
権』をテーマにした講演を行う予定。

熊本 長洲町人権教育講演会 12月8日(日) 14:00～ ながす未来館文化ホール
会場周辺での街頭啓発を行ったあと，中尾有沙氏による『障害者の人
権』をテーマにした講演を行う予定。

熊本 第１５回人権フェスタinうきし 12月7日(土) 13:00～15:30 不知火中学校体育館
人権擁護委員の周知，人権啓発ＤＶＤ上映及び人権紙芝居の上演を実施
したあと，啓発物品の配布を行う予定。

熊本 第１５回人権フェスタinうきし 12月14日(土) 13:00～15:30 ウイング松橋
人権擁護委員の周知，人権啓発ＤＶＤ上映及び人権紙芝居の上演を実施
したあと，啓発物品の配布を行う予定。

鹿児島
全国中学生人権作文コンテスト鹿児島県大
会及び鹿児島県小学生人権作文コンテスト
表彰式

12月7日(土) 13:00～16:00 鹿児島市勤労者交流センター

　中学生人権作文コンテスト鹿児島県大会表彰として，最優秀賞２点及
び特別賞３点，小学生人権作文コンテスト表彰として，最優秀賞３点の
表彰を行った後，受賞作の朗読会を行う。
　その後，受賞者等を一日人権擁護委員とする委嘱式及び街頭啓発を実
施する。

鹿児島
人権作文コンテスト表彰式・朗読会（人権
作文フォ－ラム）

12月8日(日) 9:30～12:30 霧島公民館
　中学生・小学生人権作文コンテストで優秀作品に選ばれた作文の表彰
式・朗読会を行うとともに，講師を招いて人権啓発公演を実施し，来場
者に啓発物品を配布する。

宮崎 人権フェスティバル 12月7日(土) 13：00～16：00 イオンモール宮崎

・一日人権擁護委員委嘱式
・小学生人権ポスターコンテスト表彰式
・人権キャラクターショー
・街頭啓発
・ハンセン病パネル展

那覇
「第７１回人権週間キャンペーンイベン
ト」パレットくもじ

12月7日(土) 15：00～16：30　 パレットくもじ前広場

・一日人権擁護委員紹介
・人権作文朗読
・演舞(保育園)
・手話演舞(真和志高校手話部)

那覇 ハンセン病問題パネル展
12月4日(水)
～10日(火)

8：30～17：15　
①那覇第一地方合同庁舎
②沖縄県庁

ハンセン病について正しく理解するためにパネル展による啓発を行う。

那覇 人権問題パネル展
12月4日(水)
～10日(火)

南城市，豊見城市，与那原
町，南風原町，西原町，宮古
島市，石垣市

人権週間の周知広報

那覇 街頭啓発
12月4日(水)
～10日(火)

県内各市町村公共施設及び大
型スーパー

人権週間に関する街頭啓発・啓発物品配布
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法務局名 事　業　名 月　　日 時　　間 場　　　所 内　　容

那覇 特設人権相談所
12月4日(水)
～10日(火)

県内各市町村公共施設 人権相談

那覇
ラジオ放送（コミュニティFM)・デジタル放
送

12月4日(水)
～10日(火)

FM南城・QABデジタル放送
（南城市）
FMとよみ（豊見城市）
FM宮古（宮古島市）

人権週間の周知広報

仙台 展示会・相談会

12月3日(火)
～7日(土)

※相談会は12月7日
(土)

10:00～18:00
※12月7日は10:00～16:00

東北電力グリーンプラザ
「アクアホール」

中学生人権作文コンテスト優秀作品展示，ハンセン病に関する啓発パネ
ル展示及び弁護士・人権擁護委員による合同相談所開設

仙台 講演会 12月6日(金) 10:40～12:15 仙台市立将監小学校
小学５・６年生を対象とした，元オリンピック選手（ピストル・宮城県
警所属）による特別人権教室

仙台 「一日人権擁護委員」委嘱式 11月25日(月) 13:35～14:20 石巻市立桃生中学校
石巻支局長の人権教室の後，石巻市長並びに石巻市立桃生中学校の代表
生徒２名に一日人権擁護委員の委嘱状を交付し，代表生徒２名から全校
生徒に向けて抱負を発表をしてもらう。

仙台 「一日人権擁護委員」啓発活動 11月25日(月) 14:50～15:30 せんだんの杜ものう

老人福祉施設に入居している高齢者に対し，一日人権擁護委員の委嘱を
受けた前記代表生徒２名が抱負を発表した後，同校生徒が合唱を披露し
たり，石巻市長並びに代表生徒２名がパンフレット等を配布して，啓発
活動を行う。

仙台 「一日人権擁護委員」委嘱式 11月29日(金) 14:10～15:00 石巻市立蛇田中学校
石巻支局長の人権教室の後，石巻市長並びに石巻市立蛇田中学校の代表
生徒２名に一日人権擁護委員の委嘱状を交付し，代表生徒２名から全校
生徒に向けて抱負を発表をしてもらう。

仙台 「一日人権擁護委員」啓発活動 11月29日(金) 15:30～16:20 イオンモール石巻
商業施設の利用者に対し，一日人権擁護委員の委嘱を受けた石巻市長並
びに前記代表生徒２名がパンフレット等を配布し，啓発活動を行う。

仙台 小学生人権イラスト・ポスター展
11月3日(日)

～12月19日(木)
期間中常時

イオンモール石巻をはじめ石
巻地域の施設６か所

石巻地域内の小学生が，日常の家庭生活，学校生活あるいはグループ活
動の中で得た体験等を通して，基本的人権を守ることの大切さや命の大
切さについて考えたことをイメージして描いたイラスト・ポスターの作
品を展示する。

山形 大石田人権フェスティバル 12月8日(日) 13：00～
大石田町町民交流センター
虹のプラザ

・中学生人権作文県大会表彰式
・地元中学生合唱
・人権講演

盛岡 いわて人権のつどいｉｎみやこ 12月7日(土) 12:00～15:30
宮古市民交流センター
（イーストピアみやこ）

・津軽三味線奏者　三代目井上成美さんによる講演＋ライブ
・沿岸市町村から集まったご当地キャラクターと「人ＫＥＮまもる
君」，「人ＫＥＮあゆみちゃん」による握手会・撮影会
・人権標語コンクール表彰式
など

秋田 人権デーin秋田（人権週間啓発イベント） 12月10日(火) 13:30～16:00

〒０１０－１４１３
秋田市御所野地蔵田１－１－
１
イオンモール秋田
（セントラルコート）

秋田県の民放テレビ局３社からアナウンサー各１名を派遣いただき，
「一日人権擁護委員」として委嘱する。当該「一日人権擁護委員」は，
啓発会場内において，人権啓発パンフレット等の配布を行うなどの人権
啓発活動を実施する。

青森 ハンセン病に関するパネル展
12月6日(金)
～10日(火)

9:00～16:00 青森第２合同庁舎共用会議室
青森市の国立療養所松丘保養園の生活等の貴重な写真やハンセン病のこ
とを解説したパネルを展示する。

札幌
第39回全国中学生人権作文コンテスト札幌
地方大会表彰式

12月6日(金) 14:30～16:20
サッポロファクトリー
アトリウム

・全国中学生人権作文コンテストの表彰式
・一日人権擁護委員の任命式
・トークショー
・クリスマスツリー点灯式

札幌 小樽人権フェスティバル
12月7日(土)
～8日(日)

10:00～16:00
ウイングベイ小樽５番街１階
ハイタッチコート

・人権に関するパネル展示やアイヌ文様切り紙等による啓発
・一日人権擁護委員（第39回全国中学生人権作文コンテスト小樽地区大
会協議会長賞受賞者）による啓発活動等

函館
第３９回全国中学生人権作文コンテスト函
館地方大会表彰式

12月1日(日) 13：00～15：00 ホテル函館ロイヤル
①人権作文コンテスト函館地方大会における入賞者の表彰
②日本ハムファイターズの選手によるトークショーの開催

函館
令和元年度小・中学生人権ポスターコンテ
スト表彰式

12月1日(日) 13：00～15：00 ホテル函館ロイヤル
①人権ポスターコンテストにおける入賞者の表彰
②日本ハムファイターズの選手によるトークショーの開催

函館 人権ポスターコンテスト作品展示
12月3日(火)
～6日(金)

未定 函館市役所 人権ポスターコンテストの入賞作品を展示
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法務局名 事　業　名 月　　日 時　　間 場　　　所 内　　容

函館 人権ポスターコンテスト作品展示
12月11日(水)
～16日(月)

未定 NHKギャラリー「彩」 人権ポスターコンテストの入賞作品を展示

函館 無料電車「人権号」の運行 12月8日(日) 未定 函館市
①人権ポスターコンテストの入賞作品を電車内に展示
②同乗する人権擁護委員による啓発及び周知広報

旭川 人権啓発パネル展
12月4日(水)
～10日(火)

8:30～17:15
旭川市宮前１条３丁目３番１
５号
旭川合同庁舎

人権週間周知のためのパネル展

旭川
人権作文コンテスト表彰式及び人権啓発活
動

12月7日（土） 13:10～15:30
旭川市南が丘３丁目１－１
雪の美術館

人権作文コンテスト表彰式，演奏会を通じて人権啓発活動を行う。

旭川 特設相談所開設に併せた啓発活動
12月4日(水)
～10日(火)

10:00～15:00 管内各市町村
人権週間に併せて各市町村で開設している特設相談所において，来所者
への啓発活動を行う。

旭川 地元ＦＭ放送による啓発活動 12月10日(火) 14:00～15:00 ＦＭもえる ラジオ放送を通じ，リスナーに向けた人権啓発活動を行う。

釧路 展示会
12月4日(水)
～10日(火)

8:30～17:15
釧路地方合同庁舎
１階ホール

人権啓発パネルの展示

釧路 講演会 12月7日(土) 14:45～15:15
釧路プリンスホテル
（中学生作文コンテスト表
　彰式会場）

人権課題を内容とした落語
（アマチュア噺家によるもの）

釧路 展示会
12月3日(火)
～10日(火)

8:30～17:00
初日のみ13:00～17:00

釧路市役所
１階ギャラリー

人権の花　絵画展

釧路 展示会
12月3日(火)
～9日(月)

9:30～17:30
最終日のみ9:30～14:00

ＮＨＫ北見放送局内
展示スペース

人権啓発パネル，全国中学生作文コンテスト入賞作品等の展示

高松 じんけんフェスタ２０１９ 11月30日(土) 10:00～15:30 サンポート高松

人権作文コンテスト表彰式
啓発ブースの設置
じんけんミュージカル
障害者スポーツ「ボッチャ」体験コーナー等

徳島
全国中学生人権作文コンテスト徳島県大会
表彰式

12月8日(日) 10:00～12:00 徳島市ふれあい健康館 表彰式前にＬＧＢＴに関する講演会を開催する。

高知 じんけんふれあいフェスタ 12月8日(日) 9:00～15:30 高知市中央公園

・人権作文コンテスト表彰式
・「障害者週間の集い」表彰式
・子どもじんけんミュージカル
・聴導犬とのふれあい体験

高知 香南市人権啓発フェスティバル 11月23日(土) 9:00～14:30
香南市のいちふれあいセン
ター

・人権作品表彰，人権作文発表
・講演会
・人権の花プレゼント
・映画上映

高知 香美市じんけんフェスティバル 11月23日(土) 13:00～15:00 香美市立中央公民館
・人権ポスター，毛筆作品，人権標語の表彰式
・人権の花贈呈式
・講演会，演奏会

高知 須崎市人権週間啓発事業 12月4日(水) 14:00～16:30 須崎市立市民文化会館
・市内小中学生による人権作文発表会
・講演会

高知 佐川町人権フェスティバル 11月30日(土) 9:00～12:00 佐川町立桜座
・町内小中高校生による人権まちづくり意見発表会
・講演会

高知 宿毛市人権フェスティバル 12月7日(土) 9:00～12:00 宿毛市立宿毛文教センター
・コンサート，講演
・作品，パネル展示（人権啓発パネル展示）

高知 土佐清水市じんけんフェスティバル 12月22日(日) 9:30～15:00 土佐清水市立中央公民館
・講演会
・パネル展示（人権啓発パネル等）

高知
人権週間in黒潮町
（人権作品展）

11月27日(水)
～12月12日(木)

黒潮町役場本庁（11/27～
12/6）

黒潮町役場総合センター
（12/7～12/12）

・町内の小中学生を対象に募集した人権作品（絵画，ポスター，書道，
人権作文，詩）の展示

高知 四万十市人権フェスティバル 12月7日(土) 10:00～12:00 四万十市中央公民館
・人権絵画標語展表彰式
・啓発パレード（四万十市中央公民館～ＪＲ中村駅　往復）
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法務局名 事　業　名 月　　日 時　　間 場　　　所 内　　容

松山 テレビスポット放送
11月26日(火)

～12月10日(火)
適宜

当局が作成した「人権週間」広報についてのCM素材を利用して，民放テ
レビ局各社（５社）がスポット放送を実施する。

松山
愛媛新聞紙面における人権尊重の意見広告
の掲載

12月1日(日)
人権週間の周知のほか啓発重点目標及び「第３９回全国中学生人権作文
コンテスト」愛媛県大会入賞作品などを見開きの紙面に掲載する。

松山 世界人権宣言パネル展示会
12月2日(月)
～6日(金)

終日 新居浜市役所ロビー
世界人権宣言パネルを市役所ロビーに展示することで，人権啓発を行
う。

松山 人権パネル展
12月2日(月)
～7日(土)

10:00～16:30 聖カタリナ学園高等学校 世界人権宣言パネルを校内に展示することで，人権啓発を行う。

松山 １２時間電話相談 12月5日(木) 9:00～21:00 松山地方法務局
法務局職員及び人権擁護委員が，フリーダイヤルで，12時間電話相談を
受ける。

松山
人権作文コンテスト・人権メッセージコン
テスト表彰式

12月7日(土) 13:00～16:20
聖カタリナ学園高等学校白ゆ
り館

「第３９回全国中学生人権作文コンテスト」愛媛県大会及び「第１６回
愛媛県小学生人権メッセージコンテスト」入賞者に対する表彰式

松山 久万高原町人権啓発フェスティバル 12月7日(土) 久万高原町産業文化会館 人権啓発コンサート，人権啓発劇，人権啓発パネルの展示等

松山
人権作文コンテスト・人権メッセージコン
テスト表彰式

12月8日(日) 10:00～11:30
宇和島市（道の駅　みなとオ
アシス宇和島　きさいや広
場）

「第３９回全国中学生人権作文コンテスト」宇和島地区大会及び「第１
６回愛媛県人権メッセージコンテスト」宇和島地区大会入賞者に対する
表彰式
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