
■２００９年度（平成21年度）
　人権週間記念行事

「おおさかヒューマンフェスタ２００９－平和と人権のつどい－」
「第５７回中学生人権作文コンテスト表彰式」

１２月４日から１０日の人権週間を記念してピースおおさかで開催します。
皆さんの多数の参加をお待ちしています。

  日　　　時　１２月１３日（日）午後１時～午後４時（予定）
  会　　　場　ピースおおさか（財団法人大阪国際平和センター）
　　　　　　  大阪市中央区大阪城２番１号
　　　　　　　（JR環状線・地下鉄「森ノ宮」駅下車、西へ約400m）
  内　　　容　第５７回中学生人権作文コンテスト表彰式
　　　　　　  講演会　講師：森島寛晃（セレッソ大阪アンバサダー）
　　　　　　  ピースおおさか館内展示
  参　加　費　無料（ただし事前申込が必要ですのでお問い合わせ下さい）
  問　合　せ　大阪府人権室人権教育・啓発グループ
　　 　　  　  ＴＥＬ：０６－６９４４－６１８９　ＦＡＸ：０６－６９４４－６６１６

大阪府では…

全国一斉
全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
■日時／１１月１５日（日）～２１日（土）午前８時３０分～午後７時（土・日曜日は午前１０時～午後５
時）　■内容／夫・パートナーからの暴力や職場等におけるセクハラ、ストーカー行為など女性を
めぐる各種の人権問題に関する相談を実施（女性の人権問題に詳しい人権擁護委員が相談を担
当します。相談は無料で秘密は厳守します）。　■電話番号／0570-070-810　■問合せ／
大阪法務局人権擁護部第三課　TEL：０６-６９４２-９４９２　FAX：０６-６９４３-７４０６
高槻市
人権ばらえてぃセミナー
■日時／10月23日（金）から毎週金曜日5週連続講座　午後2時～4時　■内容／精神障害
者の人権／講師：高谷義信さん　高齢者の人権／講師：高岡克行さん　同和問題／講師：渡辺俊
雄さん　子どもの人権／講師：野田忠司さん　多文化共生と人権／講師：斉藤ネリーサさん　■場
所／高槻市役所 総合センター14階C1401　他　■定員／150名　■入場料／無料　■そ
の他／手話通訳・保育あり（保育は要事前申込）　■問合せ／高槻市人権まちづくり協会事務局
　TEL：072-674-7878　FAX：072-674-7877
人権を考える市民のつどい
■日時／12月5日（土）午後1時～4時　■内容／人権啓発作品入選作表彰式・講演ほか　■講
師／イーデス・ハンソンさん　■場所／高槻市立生涯学習センター多目的ホール　■定員／3
００名　■入場料／無料　■その他／手話通訳あり
■問合せ／高槻市人権まちづくり協会事務局　TEL：072-674 -7878　FAX：
072-674-7877
2009フェスタ・ヒューマンライツ
■日時／12月6日（日）午前9時30分～午後3時　■内容／映画上映や舞台発表、活動紹介や
体験コーナー、バザーや食べ物コーナーほか　■場所／高槻市立富田ふれあい文化センターほ
か　■入場料／無料　■問合せ／2009フェスタ・ヒューマンライツ実行委員会事務局（高槻市
人権まちづくり協会富田分局内）　TEL：072-696-2101　FAX：072-696-5778
吹田市
2009人権フェスティバル
■日時／12月6日（日）午後１時３０分～4時　■内容／講演：「変動する地球環境の中で」～地
球はつながっている～　正木明さん（気象予報士）　人権コンサート：「夢をあきらめないで」～
絶望とひきこもりを乗り越えた先にあるもの～　ESPERANZA（フルート・オカリナとベースの
ユニット）　■場所／吹田市文化会館「メイシアター」中ホール　■定員／5００名　■入場料／
無料　■その他／手話通訳あり　■問合せ／吹田市自治人権部人権平和室　TEL：
06-6384-1539　FAX：06-6368-7345
豊中市
人権教育をすすめる市民の集い
■日時／１１月１０日（火）午後１時～３時３０分　■内容／講演：「典子は、今」あれから２７年　■
講師／白井のり子さん　■場所／豊中市立市民会館大ホール　■定員／１，５００名（先着順、要

事前申込）　■入場料／無料　■その他／手話通訳・一時保育あり（要事前申込）　■問合せ／
豊中市教育委員会人権教育企画課　TEL：０６-６８５８-２５７３　FAX：０６-６８４６-９６４９
箕面市
みのお市民人権フォーラム24th～答えはいつも自分のなかにある～
■日時／12月5日（土）～12月6日（日）　■内容と講師／12月5日　全体会／講演「発展途
上国から世界に通用するブランドをつくる」　講師：山口絵理子さん（㈱マザーハウス代表）／12
月6日　分科会／部落問題・障害者問題・在日外国人問題・地方自治・教育（こども）・宗教（習俗）・
女性問題に関する各講演など　■場所／全体会／箕面市立市民会館（グリーンホール）・大ホー
ル　分科会／市民活動センター・らいとぴあ21他　■参加協力費／全体会・分科会通し券／一
般1,000円（障害者市民・高齢者市民の介護者は1人無料）　分科会のみ／一般500円　
※18歳以下すべて無料　■その他／手話通訳・要約筆記・一時保育あり　■問合せ／みのお市
民人権フォーラム24th事務局　TEL：072-720-6630　FAX：072-720-6623
池田市
男女共同参画社会をめざす市民フォーラム
■日時／１１月１４日（土）午後２時～４時　■内容／「DV根絶に向けて・女性と子どもを守るた
めに」　■講師／井上摩耶子さん　■場所／池田市民文化会館小ホール　■定員／２００名
（要事前申込）  ■入場料／無料　■その他／手話通訳・一時保育あり（要事前申込）　■問合せ
／池田市総務部人権推進課　TEL：０７２－７５４－６２３２　FAX：０７２-７５２-9７８５
豊能町
豊能町人権まちづくり協会　研修会
■日時／10月31日（土）午後2時～4時　■内容／気づきから支援へ～ボク、発達障害と生き
てます～　■講師／南雲明彦さん（アットアーク明蓬館高等学校 特別支援アドバイザー）　■
場所／豊能町立西公民館大会議室　■定員／約100名（先着順）　■入場料／無料　■その
他／手話通訳実施予定　
2009年度人権を考える集い
■日時／12月6日（日）午後2時～4時　■内容／人権に関する標語等募集事業　入選者表彰
式・講演会　■講師／湯浅誠さん（NPO法人自立生活サポートセンター・もやい事務局長）〈演
題〉人としての尊厳を守る～貧困と人権～　■場所／豊能町立ユーベルホール　
■定員／約500名（先着順）　■入場料／無料　■その他／手話通訳、筆記通訳実施予定　■
問合せ／上記事業すべて　豊能町人権まちづくり協会事務局（豊能町住民人権課）TEL：
072-739-3412　FAX：072-739-1980
枚方市
人権文化セミナー
■日時／１０月２８日（水）午後２時～３時３０分　■内容／趙博さん（在日韓国人二世シンガーソ
ングライター）によるトーク＆コンサート　■場所／ラポールひらかた大研修室　■定員／１４４
名　■入場料／無料　■問合せ／ひらかた人権協会　TEL：０７２-８４4-8788　FAX：０７２-８
４4-8799

■人権情報ガイド
　「ゆまにてなにわvol.23」

  内　　　容　　はじめて人権について学ぶ人のための
　　　　　　 人権入門の案内冊子
　一人ひとりに違い（＝個性）があり、かけがえのない存在として大切なこ
とや、いろいろな人権問題のこと（例えば、同和問題、女性の人権、障がい
者の人権、高齢者の人権・・・など）をわかりやすく解説したものです。
　人権研修等でご活用ください。
  体　　　裁　　 Ａ４版　３４ページ
※冊子が必要な方は下記あてにご連絡ください。
　（ただし、部数に限りがあります）
　冊子は無料ですが、送料をご負担ください。
  連　絡　先　
〒５４０－８５７０
大阪市中央区大手前２丁目
大阪府人権室人権教育・啓発グループ
ＴＥＬ：０６－６９４４－６１８９
ＦＡＸ：０６－６９４４－６６１６

大東市
人権週間記念のつどい
■日時／12月10日（木）午後7時開演　■内容／第1部・梶寿美子さんによる琴の演奏とトーク　
第2部・小山明子さんによる講演「二人三脚で乗り越えた介護の日々～今日も二人で～」　■場所
／大東市立総合文化センター大ホール　■定員／1200名（要入場整理券）　■入場料／無料　
■問合せ／大東市生涯学習部人権啓発室　TEL：072-870-9061　FAX：072-870-0907
東大阪市
平和と人権のつどい
■日時／12月4日（金）午後2時～　■内容／講演「開発途上国発のブランドづくりをめざして」
■講師／山口絵理子さん（株式会社マザーハウス代表兼デザイナー）　■場所／東大阪市立男
女共同参画センター　■定員／244人　■入場料／無料　■その他／手話通訳・一時保育（要
事前申込）あり
平和と人権展＆識字展
■日時／12月11日（金）～13日（日）　■内容／市内小中学校の人権作品展及び識字学級生
等の作品展　■場所／東大阪市立児童文化スポーツセンター　■入場料／無料
北朝鮮人権侵害問題啓発週間
■日時／12月16日（水）～17日（木）　■内容／パネル展等予定　■場所／東大阪市役所庁
舎1階多目的ホール　■入場料／無料
市民人権講座　第2期　第2講
■日時／10月20日（火）午後2時～3時30分　■内容／「ココロの泉を掘り起こす！　～幸せ
の器を満たすために～」
市民人権講座　第2期　第3講
■日時／11月17日（火）午後2時～3時30分　■内容／「人とのつながり　～ココロと住まい
のバリアフリーから～」
■場所／第2講・第3講共通／東大阪市男女共同参画センター　第１・第２研修室　■定員／第
2講・第3講共通／40名　■入場料／第2講・第3講共通／無料　■その他／第2講・第3講共通
／受講申込要、手話通訳・一時保育あり（要事前申込）
■問合せ／上記事業すべて／東大阪市人権啓発課　TEL：06-4309-3156　FAX：
06-4309-3823
松原市
ひゅーまんフェスタ
講演会「さわる文化への招待」　■日時／１０月３０日（金）午後１時３０分～４時　■内容／広瀬
浩二郎さん（国立民族学博物館准教授）による講演　■場所／松原図書館　■定員／１２０名
（先着順）　■入場料／無料　■その他／一時保育あり（有料・要事前申込）　■問合せ／松原
図書館　ＴＥＬ：０７２-３３４-８０６０　ＦＡＸ：０７２-３３０-１４７５
渡辺千賀子のおはなしコンサート～　美しい歌声で奏でる平和と人権への思い～
■日時／１１月２０日（金）午後７時～８時４０分　■内容／渡辺千賀子さん（ソプラノ歌手）によ
る歌と講演　■場所／松原市ふれあい人権文化センター　■定員／２００名（要整理券）　■入
場料／無料　■その他／手話通訳・一時保育あり（保育は有料・要事前申込）　■問合せ／松原
市ふれあい人権文化センター　TEL：０７２-３３２-５７０５　ＦＡＸ：０７２-３３２-５５７０
羽曳野市
きらりはびきの～男女共同参画フォーラム＆人権を考える市民の集い～
■日時／12月12日（土）午後2時30分～5時　■内容／第1部　羽曳野市高鷲北小学校児童か
らの音楽の贈り物　第2部　講演　家田荘子さん「取材現場から～私の出逢った人たち～」　■
場所／LICはびきの　■定員／600名　■入場料／無料　■その他／手話通訳・一時保育（要予
約）あり　■問合せ／羽曳野市人権推進課　TEL:072-958-1111　FAX:072-958-8061
富田林市
2009とんだばやし人権フェア
■日時／12月5日（土）午前10時～3時（予定）　■内容／韓国伝統芸能グループ　益山市立
プンムル団、ヒューマンメッセージ「私（たち）の大切なもの」写真展、市民活動団体によるパネル
展示・発表、小学生「私（たち）の大切なもの」ポスター展など　■場所／すばるホール
■入場料／無料
富田林市男女共同参画フォーラム「Be-inひろっぱ」
■日時／2010年2月6日（土）午前10時～4時　■内容／午前の部　分科会　午後の部　市
民劇団による演劇　富田林市出身の歌手『大西ユカリさん』を講師に招いての講演会　■場所
／すばるホール　■定員／250名　■入場料／無料
■その他／手話通訳・要約筆記あり　■問合せ／（上記2事業とも）富田林市人権政策課　
TEL:0721-25-1000　FAX:0721-25-9037
河内長野市
人権を考える市民の集い
■日時／11月28日（土）午後1時30分～午後3時30分　■内容／遙　洋子さんの講演　■
場所／河内長野市立文化会館（ラブリーホール）大ホール　■定員／1,300名　■入場料／無
料　■その他／手話通訳、要約筆記、一時保育あり
共に生きる社会をめざして　～障がい者の就労について～
■日時／１０月３１日（土）午前１０時～１２時　■内容／大谷多美子さん（河内長野市作業所連
絡協議会会長）による講演と「就労支援の現場から」の上映など　■場所／河内長野市立市民
交流センター（キックス）大会議室　■定員／１００名（先着順）　■入場料／無料　■その他／
手話通訳・要約筆記あり
共に生きる社会をめざして　～障がい福祉を考える～　啓発映画鑑賞会
■日時／2010年1月27日（水）午後1時30分～3時30分　■内容／映画「筆子・その愛 ー
天使のピアノー」　■場所／河内長野市立文化会館（ラブリーホール）小ホール　■定員／
450名　■入場料／無料　■問合せ／（上記3事業とも）河内長野市人権協会　
TEL:0721-53-1111(内線261・263）　FAX:0721-53-1955
太子町
太子町人権啓発推進大会　講演会
■日時／12月3日（木）午後2時～　■内容／大村昆さんの講演　■場所／太子町立万葉ホー
ル　■入場料／無料　■問合せ／太子町住民生活課　TEL:0721-98-5515　
FAX:0721-98-2773

堺　市
日本女性会議2009さかい
■日時／10月30日（金）～11月1日（日）　■内容／男女共同参画社会の実現をめざし、全国
規模の交流の促進と情報ネットワークの構築を図ることが目的の講演会やシンポジウム、分科会
等を開催、3日目エクスカーション（市内観光等）含む　■場所／堺市民会館・リーガロイヤルホ
テル堺　他　■定員／4,000名　■その他／手話通訳・要約筆記・託児サービスあり
2009年度　女と男のフォーラム　～男女平等社会の実現をめざして～
■日時／11月15日（日）午後1時30分～3時30分　■内容／講演「災害を女性の視点から検
証して　～報道されなかった阪神・淡路大震災～」　講師:正井禮子さん（NPO法人女性と子ど
も支援センターウィメンズネット・こうべ代表）　■場所／堺市総合福祉会館　大研修室　■定
員／120名　■入場料／無料　■その他／手話通訳・要約筆記・託児（要事前申込・2～6歳の
未就学児が対象※託児申込の締め切り10月30日）あり　■問合せ／（上記2事業とも）堺市男
女共同参画推進課　TEL:072-228-7408　FAX:072-228-8070
高石市
人権を考える市民の集い
■日時／11月27日（金）午後1時30分～3時　■内容／講演（トーク＆演奏）「ちがうことこそ、
認め合えばいい」　講師:ロビン･ロイド＆後藤ゆり子さん　■場所／高石市役所　別館3階　
多目的ホール　■定員／120名　■入場料／無料　■その他／手話通訳あり、「特別人権相
談所」併設（午後1時～4時）　■問合せ／高石市人権協会（高石市人権推進課内）　
TEL:072-265-1001　FAX:072-263-6116
忠岡町
童謡コンサート～人権のつどい～
■日時／１１月８日（日）午後１時３０分～2時３０分　■内容／もり・けんさん（ハーモニカ奏者）
による童謡のコンサート　■場所／忠岡町ふれあいホール　■定員／１2０名（要事前申込）　
■入場料／無料　■その他／一時保育あり（有料、要事前申込）　■問合せ／忠岡町町長公室
自治推進課人権平和室　TEL：０７２５-２２-１１２２　FAX：０７２５-２２-０３６４
田尻町
心つなぎあう家族のために　～DV・子どもへの虐待を乗り越えて～
■日時／11月6日（金）午前10時30分～午後12時15分　■内容／藤木美奈子さんによる
講演　■場所／たじりふれ愛センター　■定員／60名（先着順）　■入場料／無料　■その他
／手話通訳・一時保育あり（いずれも要事前申込）　■問合せ／田尻町総務部企画人権課　
TEL:072-466-5019　FAX:072-466-8725
泉南市
2009年度人権啓発講座
■第2回「新しい視点からの同和問題を考える」　■日時／10月30日（金）午後1時30分～3
時30分　■講師／石元清英さん（関西大学社会学部教授･人権問題研究室長）
■第3回「私と部落問題　～私の生きてきた道～」　■日時／2010年2月19日（金）午後1時
30分～3時30分　■講師／塩谷幸子さん（NPO法人サポートネットワークぬくもり理事長）
■第4回「人権のとらえ方　～差別事象から考える～」　■日時／2010年2月26日（金）午後
1時30分～3時30分　■講師／大和勇三さん（茨木市人権センター）
（場所、定員、入場料、その他人権啓発講座共通）
■場所／あいぴあ泉南（泉南市総合福祉センター）　3階研修室1・2　■定員／90名　■入場
料／無料　■その他／手話通訳・一時保育あり（第2回は10月19日（月）まで、第3回は2月8日
（月）まで、第4回は2月15日（月）までに要事前申込）
2009年度高齢者生きがい･交流高座
■日時／2010年3月23日（火）午後2時30分～4時30分　■内容／第3回「新ちゃんのお笑
い人権講座」　講師:露の新治さん（落語家）　■場所／泉南市立鳴滝第一小学校　■定員／
200名　■入場料／無料
■問合せ／（交流高座・人権啓発講座とも）泉南市人権協会　TEL:072-485-1401　
FAX:072-485-1405
2009人権週間「市民の集い」
■日時／11月29日（日）午後1時30分～3時30分（開場午後1時～）　■内容／講演「太郎が
恋をする頃までには…」　講師:栗原美和子さん（フジテレビ･プロデューサー）　■場所／泉南
市立文化ホール　■定員／500名（先着順）　■入場料／無料　■その他／手話通訳・一時保
育あり　■問合せ／泉南市人権推進課　TEL:072-480-2855　FAX:072-482-0075
阪南市
2009人権を考える市民の集い
■日時／12月5日（土）午後1時30分～3時（開場午後1時～）　■内容／講演会「ヤンキー自
分流に生きる」　■講師／笹岡郁子さん（有限会社ノモ･ソリューション代表）　■場所／阪南市
立文化センター（サラダホール）　小ホール　■定員／150名（先着順）　■入場料／無料　■
その他／手話通訳・一時保育（要予約）あり　■問合せ／阪南市人権推進課　
TEL:072-471-5678　FAX:072-473-3504
岬　町
みさき秋の市～いにしへの京の都から踊り子隊がやってくる～
■日時／１１月１５日（日） 午前１０時～午後４時　■内容／岩崎裕美with京小町踊り子隊（トー
ク＆ショー）など　■場所／岬町健康ふれあいセンター  ピアッツァ５　■入場料／無料　■問
合せ／岬町企画部人権推進課　TEL：０７２-４９２-２７７３　FAX：０７２-４９２-３１００
大阪市
人権講演会　～生きる勇気をありがとう～
■日時／10月31日（土）午後2時30分～4時　■講師／清水哲さん（元PL学園高校野球部）
■場所／大阪市立生江人権文化センター　■定員／300名（先着順・要事前申込）　■入場料
／無料　■問合せ／大阪市立生江人権文化センター　TEL：06－6925－5621　FAX：06－
6925－1648
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■２００９年度（平成21年度）
　人権週間記念行事

「おおさかヒューマンフェスタ２００９－平和と人権のつどい－」
「第５７回中学生人権作文コンテスト表彰式」

１２月４日から１０日の人権週間を記念してピースおおさかで開催します。
皆さんの多数の参加をお待ちしています。

  日　　　時　１２月１３日（日）午後１時～午後４時（予定）
  会　　　場　ピースおおさか（財団法人大阪国際平和センター）
　　　　　　  大阪市中央区大阪城２番１号
　　　　　　　（JR環状線・地下鉄「森ノ宮」駅下車、西へ約400m）
  内　　　容　第５７回中学生人権作文コンテスト表彰式
　　　　　　  講演会　講師：森島寛晃（セレッソ大阪アンバサダー）
　　　　　　  ピースおおさか館内展示
  参　加　費　無料（ただし事前申込が必要ですのでお問い合わせ下さい）
  問　合　せ　大阪府人権室人権教育・啓発グループ
　　 　　  　  ＴＥＬ：０６－６９４４－６１８９　ＦＡＸ：０６－６９４４－６６１６

大阪府では…

全国一斉
全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
■日時／１１月１５日（日）～２１日（土）午前８時３０分～午後７時（土・日曜日は午前１０時～午後５
時）　■内容／夫・パートナーからの暴力や職場等におけるセクハラ、ストーカー行為など女性を
めぐる各種の人権問題に関する相談を実施（女性の人権問題に詳しい人権擁護委員が相談を担
当します。相談は無料で秘密は厳守します）。　■電話番号／0570-070-810　■問合せ／
大阪法務局人権擁護部第三課　TEL：０６-６９４２-９４９２　FAX：０６-６９４３-７４０６
高槻市
人権ばらえてぃセミナー
■日時／10月23日（金）から毎週金曜日5週連続講座　午後2時～4時　■内容／精神障害
者の人権／講師：高谷義信さん　高齢者の人権／講師：高岡克行さん　同和問題／講師：渡辺俊
雄さん　子どもの人権／講師：野田忠司さん　多文化共生と人権／講師：斉藤ネリーサさん　■場
所／高槻市役所 総合センター14階C1401　他　■定員／150名　■入場料／無料　■そ
の他／手話通訳・保育あり（保育は要事前申込）　■問合せ／高槻市人権まちづくり協会事務局
　TEL：072-674-7878　FAX：072-674-7877
人権を考える市民のつどい
■日時／12月5日（土）午後1時～4時　■内容／人権啓発作品入選作表彰式・講演ほか　■講
師／イーデス・ハンソンさん　■場所／高槻市立生涯学習センター多目的ホール　■定員／3
００名　■入場料／無料　■その他／手話通訳あり
■問合せ／高槻市人権まちづくり協会事務局　TEL：072-674 -7878　FAX：
072-674-7877
2009フェスタ・ヒューマンライツ
■日時／12月6日（日）午前9時30分～午後3時　■内容／映画上映や舞台発表、活動紹介や
体験コーナー、バザーや食べ物コーナーほか　■場所／高槻市立富田ふれあい文化センターほ
か　■入場料／無料　■問合せ／2009フェスタ・ヒューマンライツ実行委員会事務局（高槻市
人権まちづくり協会富田分局内）　TEL：072-696-2101　FAX：072-696-5778
吹田市
2009人権フェスティバル
■日時／12月6日（日）午後１時３０分～4時　■内容／講演：「変動する地球環境の中で」～地
球はつながっている～　正木明さん（気象予報士）　人権コンサート：「夢をあきらめないで」～
絶望とひきこもりを乗り越えた先にあるもの～　ESPERANZA（フルート・オカリナとベースの
ユニット）　■場所／吹田市文化会館「メイシアター」中ホール　■定員／5００名　■入場料／
無料　■その他／手話通訳あり　■問合せ／吹田市自治人権部人権平和室　TEL：
06-6384-1539　FAX：06-6368-7345
豊中市
人権教育をすすめる市民の集い
■日時／１１月１０日（火）午後１時～３時３０分　■内容／講演：「典子は、今」あれから２７年　■
講師／白井のり子さん　■場所／豊中市立市民会館大ホール　■定員／１，５００名（先着順、要

事前申込）　■入場料／無料　■その他／手話通訳・一時保育あり（要事前申込）　■問合せ／
豊中市教育委員会人権教育企画課　TEL：０６-６８５８-２５７３　FAX：０６-６８４６-９６４９
箕面市
みのお市民人権フォーラム24th～答えはいつも自分のなかにある～
■日時／12月5日（土）～12月6日（日）　■内容と講師／12月5日　全体会／講演「発展途
上国から世界に通用するブランドをつくる」　講師：山口絵理子さん（㈱マザーハウス代表）／12
月6日　分科会／部落問題・障害者問題・在日外国人問題・地方自治・教育（こども）・宗教（習俗）・
女性問題に関する各講演など　■場所／全体会／箕面市立市民会館（グリーンホール）・大ホー
ル　分科会／市民活動センター・らいとぴあ21他　■参加協力費／全体会・分科会通し券／一
般1,000円（障害者市民・高齢者市民の介護者は1人無料）　分科会のみ／一般500円　
※18歳以下すべて無料　■その他／手話通訳・要約筆記・一時保育あり　■問合せ／みのお市
民人権フォーラム24th事務局　TEL：072-720-6630　FAX：072-720-6623
池田市
男女共同参画社会をめざす市民フォーラム
■日時／１１月１４日（土）午後２時～４時　■内容／「DV根絶に向けて・女性と子どもを守るた
めに」　■講師／井上摩耶子さん　■場所／池田市民文化会館小ホール　■定員／２００名
（要事前申込）  ■入場料／無料　■その他／手話通訳・一時保育あり（要事前申込）　■問合せ
／池田市総務部人権推進課　TEL：０７２－７５４－６２３２　FAX：０７２-７５２-9７８５
豊能町
豊能町人権まちづくり協会　研修会
■日時／10月31日（土）午後2時～4時　■内容／気づきから支援へ～ボク、発達障害と生き
てます～　■講師／南雲明彦さん（アットアーク明蓬館高等学校 特別支援アドバイザー）　■
場所／豊能町立西公民館大会議室　■定員／約100名（先着順）　■入場料／無料　■その
他／手話通訳実施予定　
2009年度人権を考える集い
■日時／12月6日（日）午後2時～4時　■内容／人権に関する標語等募集事業　入選者表彰
式・講演会　■講師／湯浅誠さん（NPO法人自立生活サポートセンター・もやい事務局長）〈演
題〉人としての尊厳を守る～貧困と人権～　■場所／豊能町立ユーベルホール　
■定員／約500名（先着順）　■入場料／無料　■その他／手話通訳、筆記通訳実施予定　■
問合せ／上記事業すべて　豊能町人権まちづくり協会事務局（豊能町住民人権課）TEL：
072-739-3412　FAX：072-739-1980
枚方市
人権文化セミナー
■日時／１０月２８日（水）午後２時～３時３０分　■内容／趙博さん（在日韓国人二世シンガーソ
ングライター）によるトーク＆コンサート　■場所／ラポールひらかた大研修室　■定員／１４４
名　■入場料／無料　■問合せ／ひらかた人権協会　TEL：０７２-８４4-8788　FAX：０７２-８
４4-8799

■人権情報ガイド
　「ゆまにてなにわvol.23」

  内　　　容　　はじめて人権について学ぶ人のための
　　　　　　 人権入門の案内冊子
　一人ひとりに違い（＝個性）があり、かけがえのない存在として大切なこ
とや、いろいろな人権問題のこと（例えば、同和問題、女性の人権、障がい
者の人権、高齢者の人権・・・など）をわかりやすく解説したものです。
　人権研修等でご活用ください。
  体　　　裁　　 Ａ４版　３４ページ
※冊子が必要な方は下記あてにご連絡ください。
　（ただし、部数に限りがあります）
　冊子は無料ですが、送料をご負担ください。
  連　絡　先　
〒５４０－８５７０
大阪市中央区大手前２丁目
大阪府人権室人権教育・啓発グループ
ＴＥＬ：０６－６９４４－６１８９
ＦＡＸ：０６－６９４４－６６１６

大東市
人権週間記念のつどい
■日時／12月10日（木）午後7時開演　■内容／第1部・梶寿美子さんによる琴の演奏とトーク　
第2部・小山明子さんによる講演「二人三脚で乗り越えた介護の日々～今日も二人で～」　■場所
／大東市立総合文化センター大ホール　■定員／1200名（要入場整理券）　■入場料／無料　
■問合せ／大東市生涯学習部人権啓発室　TEL：072-870-9061　FAX：072-870-0907
東大阪市
平和と人権のつどい
■日時／12月4日（金）午後2時～　■内容／講演「開発途上国発のブランドづくりをめざして」
■講師／山口絵理子さん（株式会社マザーハウス代表兼デザイナー）　■場所／東大阪市立男
女共同参画センター　■定員／244人　■入場料／無料　■その他／手話通訳・一時保育（要
事前申込）あり
平和と人権展＆識字展
■日時／12月11日（金）～13日（日）　■内容／市内小中学校の人権作品展及び識字学級生
等の作品展　■場所／東大阪市立児童文化スポーツセンター　■入場料／無料
北朝鮮人権侵害問題啓発週間
■日時／12月16日（水）～17日（木）　■内容／パネル展等予定　■場所／東大阪市役所庁
舎1階多目的ホール　■入場料／無料
市民人権講座　第2期　第2講
■日時／10月20日（火）午後2時～3時30分　■内容／「ココロの泉を掘り起こす！　～幸せ
の器を満たすために～」
市民人権講座　第2期　第3講
■日時／11月17日（火）午後2時～3時30分　■内容／「人とのつながり　～ココロと住まい
のバリアフリーから～」
■場所／第2講・第3講共通／東大阪市男女共同参画センター　第１・第２研修室　■定員／第
2講・第3講共通／40名　■入場料／第2講・第3講共通／無料　■その他／第2講・第3講共通
／受講申込要、手話通訳・一時保育あり（要事前申込）
■問合せ／上記事業すべて／東大阪市人権啓発課　TEL：06-4309-3156　FAX：
06-4309-3823
松原市
ひゅーまんフェスタ
講演会「さわる文化への招待」　■日時／１０月３０日（金）午後１時３０分～４時　■内容／広瀬
浩二郎さん（国立民族学博物館准教授）による講演　■場所／松原図書館　■定員／１２０名
（先着順）　■入場料／無料　■その他／一時保育あり（有料・要事前申込）　■問合せ／松原
図書館　ＴＥＬ：０７２-３３４-８０６０　ＦＡＸ：０７２-３３０-１４７５
渡辺千賀子のおはなしコンサート～　美しい歌声で奏でる平和と人権への思い～
■日時／１１月２０日（金）午後７時～８時４０分　■内容／渡辺千賀子さん（ソプラノ歌手）によ
る歌と講演　■場所／松原市ふれあい人権文化センター　■定員／２００名（要整理券）　■入
場料／無料　■その他／手話通訳・一時保育あり（保育は有料・要事前申込）　■問合せ／松原
市ふれあい人権文化センター　TEL：０７２-３３２-５７０５　ＦＡＸ：０７２-３３２-５５７０
羽曳野市
きらりはびきの～男女共同参画フォーラム＆人権を考える市民の集い～
■日時／12月12日（土）午後2時30分～5時　■内容／第1部　羽曳野市高鷲北小学校児童か
らの音楽の贈り物　第2部　講演　家田荘子さん「取材現場から～私の出逢った人たち～」　■
場所／LICはびきの　■定員／600名　■入場料／無料　■その他／手話通訳・一時保育（要予
約）あり　■問合せ／羽曳野市人権推進課　TEL:072-958-1111　FAX:072-958-8061
富田林市
2009とんだばやし人権フェア
■日時／12月5日（土）午前10時～3時（予定）　■内容／韓国伝統芸能グループ　益山市立
プンムル団、ヒューマンメッセージ「私（たち）の大切なもの」写真展、市民活動団体によるパネル
展示・発表、小学生「私（たち）の大切なもの」ポスター展など　■場所／すばるホール
■入場料／無料
富田林市男女共同参画フォーラム「Be-inひろっぱ」
■日時／2010年2月6日（土）午前10時～4時　■内容／午前の部　分科会　午後の部　市
民劇団による演劇　富田林市出身の歌手『大西ユカリさん』を講師に招いての講演会　■場所
／すばるホール　■定員／250名　■入場料／無料
■その他／手話通訳・要約筆記あり　■問合せ／（上記2事業とも）富田林市人権政策課　
TEL:0721-25-1000　FAX:0721-25-9037
河内長野市
人権を考える市民の集い
■日時／11月28日（土）午後1時30分～午後3時30分　■内容／遙　洋子さんの講演　■
場所／河内長野市立文化会館（ラブリーホール）大ホール　■定員／1,300名　■入場料／無
料　■その他／手話通訳、要約筆記、一時保育あり
共に生きる社会をめざして　～障がい者の就労について～
■日時／１０月３１日（土）午前１０時～１２時　■内容／大谷多美子さん（河内長野市作業所連
絡協議会会長）による講演と「就労支援の現場から」の上映など　■場所／河内長野市立市民
交流センター（キックス）大会議室　■定員／１００名（先着順）　■入場料／無料　■その他／
手話通訳・要約筆記あり
共に生きる社会をめざして　～障がい福祉を考える～　啓発映画鑑賞会
■日時／2010年1月27日（水）午後1時30分～3時30分　■内容／映画「筆子・その愛 ー
天使のピアノー」　■場所／河内長野市立文化会館（ラブリーホール）小ホール　■定員／
450名　■入場料／無料　■問合せ／（上記3事業とも）河内長野市人権協会　
TEL:0721-53-1111(内線261・263）　FAX:0721-53-1955
太子町
太子町人権啓発推進大会　講演会
■日時／12月3日（木）午後2時～　■内容／大村昆さんの講演　■場所／太子町立万葉ホー
ル　■入場料／無料　■問合せ／太子町住民生活課　TEL:0721-98-5515　
FAX:0721-98-2773

堺　市
日本女性会議2009さかい
■日時／10月30日（金）～11月1日（日）　■内容／男女共同参画社会の実現をめざし、全国
規模の交流の促進と情報ネットワークの構築を図ることが目的の講演会やシンポジウム、分科会
等を開催、3日目エクスカーション（市内観光等）含む　■場所／堺市民会館・リーガロイヤルホ
テル堺　他　■定員／4,000名　■その他／手話通訳・要約筆記・託児サービスあり
2009年度　女と男のフォーラム　～男女平等社会の実現をめざして～
■日時／11月15日（日）午後1時30分～3時30分　■内容／講演「災害を女性の視点から検
証して　～報道されなかった阪神・淡路大震災～」　講師:正井禮子さん（NPO法人女性と子ど
も支援センターウィメンズネット・こうべ代表）　■場所／堺市総合福祉会館　大研修室　■定
員／120名　■入場料／無料　■その他／手話通訳・要約筆記・託児（要事前申込・2～6歳の
未就学児が対象※託児申込の締め切り10月30日）あり　■問合せ／（上記2事業とも）堺市男
女共同参画推進課　TEL:072-228-7408　FAX:072-228-8070
高石市
人権を考える市民の集い
■日時／11月27日（金）午後1時30分～3時　■内容／講演（トーク＆演奏）「ちがうことこそ、
認め合えばいい」　講師:ロビン･ロイド＆後藤ゆり子さん　■場所／高石市役所　別館3階　
多目的ホール　■定員／120名　■入場料／無料　■その他／手話通訳あり、「特別人権相
談所」併設（午後1時～4時）　■問合せ／高石市人権協会（高石市人権推進課内）　
TEL:072-265-1001　FAX:072-263-6116
忠岡町
童謡コンサート～人権のつどい～
■日時／１１月８日（日）午後１時３０分～2時３０分　■内容／もり・けんさん（ハーモニカ奏者）
による童謡のコンサート　■場所／忠岡町ふれあいホール　■定員／１2０名（要事前申込）　
■入場料／無料　■その他／一時保育あり（有料、要事前申込）　■問合せ／忠岡町町長公室
自治推進課人権平和室　TEL：０７２５-２２-１１２２　FAX：０７２５-２２-０３６４
田尻町
心つなぎあう家族のために　～DV・子どもへの虐待を乗り越えて～
■日時／11月6日（金）午前10時30分～午後12時15分　■内容／藤木美奈子さんによる
講演　■場所／たじりふれ愛センター　■定員／60名（先着順）　■入場料／無料　■その他
／手話通訳・一時保育あり（いずれも要事前申込）　■問合せ／田尻町総務部企画人権課　
TEL:072-466-5019　FAX:072-466-8725
泉南市
2009年度人権啓発講座
■第2回「新しい視点からの同和問題を考える」　■日時／10月30日（金）午後1時30分～3
時30分　■講師／石元清英さん（関西大学社会学部教授･人権問題研究室長）
■第3回「私と部落問題　～私の生きてきた道～」　■日時／2010年2月19日（金）午後1時
30分～3時30分　■講師／塩谷幸子さん（NPO法人サポートネットワークぬくもり理事長）
■第4回「人権のとらえ方　～差別事象から考える～」　■日時／2010年2月26日（金）午後
1時30分～3時30分　■講師／大和勇三さん（茨木市人権センター）
（場所、定員、入場料、その他人権啓発講座共通）
■場所／あいぴあ泉南（泉南市総合福祉センター）　3階研修室1・2　■定員／90名　■入場
料／無料　■その他／手話通訳・一時保育あり（第2回は10月19日（月）まで、第3回は2月8日
（月）まで、第4回は2月15日（月）までに要事前申込）
2009年度高齢者生きがい･交流高座
■日時／2010年3月23日（火）午後2時30分～4時30分　■内容／第3回「新ちゃんのお笑
い人権講座」　講師:露の新治さん（落語家）　■場所／泉南市立鳴滝第一小学校　■定員／
200名　■入場料／無料
■問合せ／（交流高座・人権啓発講座とも）泉南市人権協会　TEL:072-485-1401　
FAX:072-485-1405
2009人権週間「市民の集い」
■日時／11月29日（日）午後1時30分～3時30分（開場午後1時～）　■内容／講演「太郎が
恋をする頃までには…」　講師:栗原美和子さん（フジテレビ･プロデューサー）　■場所／泉南
市立文化ホール　■定員／500名（先着順）　■入場料／無料　■その他／手話通訳・一時保
育あり　■問合せ／泉南市人権推進課　TEL:072-480-2855　FAX:072-482-0075
阪南市
2009人権を考える市民の集い
■日時／12月5日（土）午後1時30分～3時（開場午後1時～）　■内容／講演会「ヤンキー自
分流に生きる」　■講師／笹岡郁子さん（有限会社ノモ･ソリューション代表）　■場所／阪南市
立文化センター（サラダホール）　小ホール　■定員／150名（先着順）　■入場料／無料　■
その他／手話通訳・一時保育（要予約）あり　■問合せ／阪南市人権推進課　
TEL:072-471-5678　FAX:072-473-3504
岬　町
みさき秋の市～いにしへの京の都から踊り子隊がやってくる～
■日時／１１月１５日（日） 午前１０時～午後４時　■内容／岩崎裕美with京小町踊り子隊（トー
ク＆ショー）など　■場所／岬町健康ふれあいセンター  ピアッツァ５　■入場料／無料　■問
合せ／岬町企画部人権推進課　TEL：０７２-４９２-２７７３　FAX：０７２-４９２-３１００
大阪市
人権講演会　～生きる勇気をありがとう～
■日時／10月31日（土）午後2時30分～4時　■講師／清水哲さん（元PL学園高校野球部）
■場所／大阪市立生江人権文化センター　■定員／300名（先着順・要事前申込）　■入場料
／無料　■問合せ／大阪市立生江人権文化センター　TEL：06－6925－5621　FAX：06－
6925－1648
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