世界人権宣言70周年・人権擁護委員制度７０周年

手話通訳・要約筆記あり

みんなで築こう人権の世紀

入場無料

人権フェスティバルの
詳しい内容はこちら
↓

しまね人権フェスティバル2018

感謝状贈呈・表彰式 10：50〜

人権教育・啓発功労者感謝状贈呈
人権啓発ポスターコンクール表彰式

演目：
「恵比須」

人権メッセージ発信

一日人権擁護委員／山根万理奈 さん
江津市PRキャラクター

人麻呂くんとよさみ姫 えいっとくん

人権サポーター／

ご当地イベント 11：20〜

イルティッシュ号と和木の人々

〜こっちへこーい こっちへこーい
イルティッシュ号の来た日〜

（群読と合唱）
江津市立高角小学校５年生

ミニライブ 11：45〜
島根県出身
シンガーソングライター

山根万理奈 さん ミニライブ

人権ユニバーサル事業タイアップイベント 12：20〜

日本の人権、世界の人権クイズ
世界のことばで歌おう
踊って歌って心をひとつに！

ブースをまわってスタンプを集めよう！

＊参加者プレゼントあり

子どもプレゼント
風船、お菓子、文房具など

＊プレゼントの内容は変更になる
場合があります。

平成30年度

人権・同和問題を考える
県民のつどい

人権・同和問題講演会

演題：笑顔の戦士
〜生きているって幸せ〜

生まれる命すべてに意味があ
る。重い障がいのある娘と過
ごした８年間の物語

講師／道志真弓さん

どう し

ま ゆみ

元フリーアナウンサー／
「笑顔の戦士」著者

※親子専用スペースあり（定員10名・先着順）

）
大会議室（ 2F
同 時 開 催 人権ユニバーサル事業 外国人の人権を考えるつどい

多文化あそび場×まなび場

主役は「子ども」と「もと子ども」 見て、作って、遊んで、考えよう！

11：00〜13：00／ドキュメンタリー映画 上映会＆講演会

Journey to be continued -続きゆく旅無料・定員100名

13：30〜15：30／よしとの参加型ワークショップ

ザ・ヨシトランド 巨大いいことかるた大会
無料・定員50名

要申込／10月５日締切

○申込先：
（公財）しまね国際センター
☎0852-31-5056
映画やイベントの詳しい内容、
ワークショップ申し込み先はこちら ➡

特設会場（１F）

フィナーレ 15：20〜

人権スタンプラリー

同 時 開 催 13：30〜15：10

も

一日人権擁護委員委嘱式
世界人権宣言70周年・人権擁護委員制度70周年

人権イメージキャラクター

みな

一日人権擁護委員 11：05〜

人KEN
まもる君

がわ

嘉久志神楽子ども会

人KEN
あゆみちゃん

オープニング 10：30〜

江津市江津町1110番地17 ☎0855-52-2155

＊時間 / 10:30 〜 16:00（開場10：20）

ごう

ール（１F）
ミルキーウェイホ

江津市総合市民センター

ミルキーウェイホール

江川の 水面に輝く 人権の光

2018年

会 場

10月21日
日

“あんぱん巻”販売

（和木地区婦人会）

イルティッシュ号
ゆかりのお菓子を販売

地元グルメを中心にした
（予定）
飲食ブースが登場！

同 時 開 催 江津市人権啓発企画展／10：30〜16：00

「石見の竹細工」竹細工ワークショップと作品展
石見の竹細工に込めら
れた、差別に屈しない
魂を、見て、体験して、
感じてください。

赤い羽根 古本みらいプロジェクト（県共同募金会）
古本で児童養護施設等の子どもたちの
就職・進学を応援しよう！
当日、会場で古本（文庫本、単行本、コミック等）を
ご寄付ください。

お問い合わせ：島根県人権啓発推進センター TEL０８５２-２２-６０５１ FAX0852-22-9674／島根県西部人権啓発推進センターTEL０８５５-２９-５５２９ FAX0852-29-5531
●主催：島根県、江津市、島根県人権啓発活動ネットワーク協議会（島根県・松江地方法務局・島根県人権擁護委員連合会）、浜田・益田・川本地域人権啓発活動
ネットワーク協議会（松江地方法務局浜田支局・浜田人権擁護委員協議会・浜田市・江津市・川本町・美郷町・邑南町）、島根県同和教育推進協議会連合会
●ボランティア協力：島根県立江津高等学校、
石見智翠館高等学校、
キリスト教愛真高等学校

ュール
イベントスケジ

ミルキーウェイホール（１F）
10：30〜
10：50〜

大会議室（2F）

一日人権擁護委員委嘱式

11：20〜

ご当地イベント
イルティッシュ号と和木の人々（江津市立高角小学校）

11：45〜
山根万理奈さん ミニライブ
12：20〜12：30 人権ユニバーサル事業タイアップイベント
「日本の人権、世界の人権クイズ」
「世界のことばで歌おう」

江津市人権啓発企画展 「石見の竹細工」
10：30〜16：00 竹細工ワークショップ、竹細工作品展

人権を考える

○ワークショップ

○人権なんでも相談コーナー
●場所：相談室（１Ｆ）

日常生活での様々なお悩みやご質問など、お気軽にご相談ください。
法務局職員と人権擁護委員が相談に応じます。秘密は厳守します。

○人権・同和教育啓発活動展

（松江地方法務局・島根県人権擁護委員連合会・浜田人権擁護委員協議会）
（公益財団法人しまね国際センター＆JICA中国）

○島根県人権啓発ポスターコンクール
入賞・入選作品展
県内の子どもたちが人権をテーマに書いたポスターの中から
平成30年度入賞・入選作品を展示します。

・笑顔いっぱいの毎日を大切に
〜作ってみよう！マイカレンダー〜

・世界の国旗缶バッジ・マグネットづくり

各市町村で工夫された人権啓発パネルや広報誌・啓発物品等を
展示します。

・ハンセン病問題啓発コーナー
（島根県藤楓協会・島根県健康推進課）

ハンセン病問題に関するクイズに挑戦して、理解を深めよう。

○島根スサノオマジック 人権メッセージ

監督や選手の人権メッセージ色紙を展示。
キーワードを答えて、島根スサノオマジック×人権啓発グッズをもらおう！

ブース一覧

○しまねから世界とつながる人づくり
（公益財団法人しまね国際センター&JICA中国）
○ＳＴＯＰ！子ども虐待（島根県青少年家庭課）
○「成年後見制度」〜あなたの財産・権利を守ります!〜
（島根県高齢者福祉課・地域福祉課）
○世界人権宣言70周年 人権啓発ライブラリーinごうつ
（島根県人権啓発推進センター)
○〜男女共同参画社会の実現をめざして〜
（公益財団法人しまね女性センター）
○培われた地域の伝統産業“竹細工”の語り部 “伝承の技を紡ぐ”竹タックの会
○犯罪被害者等支援啓発ブース〜あたたかさ 伝わる言葉 あなたから〜
（島根県環境生活総務課、島根県警察本部広報県民課、
公益社団法人島根被害者サポートセンター)
○ハンセン病問題啓発コーナー（島根県藤楓協会・島根県健康推進課）
○反ヘイトスピーチコーナー（島根県人権啓発推進センター)
○福祉と人権のまちづくりをめざす 島根県隣保館連絡協議会

啓発ブース

○あいサポート運動〜障がいを知り、共に生きる〜
（島根県障がい福祉課・江津市社会福祉協議会）
○赤い羽根 古本みらいプロジェクト（島根県共同募金会・島根県地域福祉課）
○笑顔いっぱいの毎日を大切に
（松江地方法務局・島根県人権擁護委員連合会・浜田人権擁護委員協議会）
○ＮＰＯ法人多文化共生と人権文化 LAS
○「語りつぐ 過去から未来へ 友好の輪」
（江津市立高角小学校）
○考えよう！女性の人権（島根県女性福祉協会・島根県女性相談センター)
○北朝鮮による拉致被害者を救出しよう！
（北朝鮮による拉致被害者救出ネットワーク・益田ひろみさんをさがす会）
○「更生保護女性会」ってなんだろう?知っていますか?
（島根県更正保護女性連盟）
○『こっちへこーい こっちへこーい』作画
イラストレーター みはしたかこの世界
○子どもとスマホ（NPO法人しまね子どもセンター)
○こんにちは、島根県里親会です。
○自死遺族自助グループ「しまね分かち合いの会・虹」
○「知ってください 発達障がいの世界を」
（江津市の子どもの社会参加を考える会）

飲食ブース

○人類愛のつまったあんぱん巻（江津市和木婦人会）
○ポップコーン（江津市の子どもの社会参加を考える会）
●渡津天満宮
○地元グルメを中心にした飲食ブースが登場
！
（予定）

島根県立江津工業高校

車場
近隣マップ・駐

江津工業高校●

9

高砂ケアセンター
済生会江津総合病院

白寿園

11：00〜13：00 ドキュメンタリー映画 上映会＆講演会
Journey to be continued
-続きゆく旅13：30〜15：30 ザ・ヨシトランド 巨大いいことかるた大会
よしとの参加型ワークショップ
（要申込・10/5締切）

特設会場（１F）

12：30〜13：30 休 憩
13：30〜15：10 人権・同和問題を考える県民のつどい 講演会
15：20〜
フィナーレ

江津市立江津中学校

●パレット江津
江津郵便局● ●ごうぎん

ミルキーウェイホール

●江津商工会議所
ゆめタウン江津

●嘉久志簡易郵便局
江津 I C

9
駅→

江津

シビックセンター公園

江津市役所

パス
バイ
津

浜田・益田方面より

9

正面玄関

江の川

江津市総合市民センター

●
Aコープ

N

白寿園

本線

山陰

JR江津駅

出雲・松江方面より

芝生駐車場
120台

江津市総合市民センター
渡津団地●
ミルキーウェイホール

シビックセンター公園
江津警察署●

人KENまもる君・人KENあゆみちゃん

人権ユニバーサル事業 外国人の人権を考えるつどい
多文化あそび場×まなび場

オープニング 嘉久志神楽子ども会
人権教育・啓発功労者感謝状贈呈
人権啓発ポスターコンクール表彰式

11：05〜

人権イメージキャラクター

江

ネル
トン

アスファルト駐車場 180台
本線

山陰

江津本町郵便局●

江津市立郷田小学校

江津警察署

9

江津駅より
徒歩の方
江津駅より
徒歩約8分

