
講師紹介　

　被差別部落で育った千晶さんと、かつて親に部落出身者と付き合うことを反対された眞澄さん。そんな
二人が出会い、やがて、結婚。その後二人は自身の部落差別にまつわる経験を若い世代を中心に、さまざま
な人たちに伝えたいと各地で講演活動をされています。
　「差別は、差別される側だけでなく、関わった人全てがつらい思いをする」「学ぶことで差別をなくすこと
ができる」。心を揺らしながらも逃げることなく、部落問題と向き合い生きていく、前向きな二人の姿やご
家族の様子から、これからの私たちの生き方を改めて考えさせられます。

                                                                     部落差別の解消の推進に関する法律
                                                                                                 2016（平成 28）年 12月16日施行

この法律は、現在もなお部落差別が存在し、情報化の
進展に伴って部落差別をとりまく状況の変化が生じて
いることから、基本的人権を保障する日本国憲法の理
念にのっとり、部落差別のない社会を実現することを
目的としています。部落差別を解消するための国及び
地方公共団体の責務が明記され、相談体制の充実や教
育及び啓発等の施策が規定されています。

　福岡県部落差別の解消の
　　　　　推進に関する条例
         2019（平成31）年3月1日施行
この条例は、結婚や就職に際しての
部落差別事象の発生防止の協力を
県民及び事業所に求めるとともに、
新たに「部落差別の解消の推進に関
する法律」の基本理念や相談体制の
充実、教育啓発の推進などの規定が
加えられました。

　これは、音声コードです。音声コードに対応する携帯電話・スマートフォンなどで
読み込むことで、コード内に収められた情報を音声で読み上げたり、テキストで表示したりできます。

事業名 日時・場所 演題・講師

三潴 
人権･同和問題講演会

７月１１日（木） 

１０時００分～ 

三潴生涯学習センター

   演題 「“いのちと幸せ”を考える
～私の取材・啓発活動を通して見えたもの～」

～部落差別の現状と課題～

 
講師  西尾  紀臣さん（福岡県人権研究所副理事長）

田主丸地域 
同和問題講演会

７月１１日（木） 

１９時００分～ 

そよ風ホール

 

講師
 
花田  昌宣さん（熊本学園大学社会福祉学部教授）

演題 「一人ひとりが輝く社会のために

北野 
人権・同和問題講演会

７月１７日（水） 

１８時３０分～　  

北野生涯学習センター
きた   の  しょう がい がく しゅう　

演題「学ぶことが  未来を創る」  

講師 田中  淳夫さん　 

（久留米市教育委員会人権・同和教育課指導主事）

城島 
人権・同和問題講演会

７月１８日（木） 

１３時３０分～  

城島げんきかん

演題　  

講師 堀田  秀茂さん　（元うきは市立吉井中学校校長）

「迷信と人権について考えよう」

「迷信と人権について考えよう」

同和問題啓発強調月間（7月）に実施する講演会

 こう   し  しょうかい

ひ   さ  べつ  ぶ  らく　    そだ　　          ち  あき　　　                                   おや　     ぶ  らくしゅっしん しゃ　　　つ　　　 あ　                          はんたい　                    ま  すみ　　　　　　　　　　　　

ふたり           で    あ　　                             けっこん　                ご   ふたり　        じ  しん　      ぶ  らく  さ  べつ　　                            けいけん　    わか      　せ  だい　   ちゅうしん　                                        

ひと                    つた                          かく  ち　      こう えん かつどう

さ  べつ　         さ  べつ　                 がわ　                                 かか　                 ひと すべ　                              おも　                              まな　                         さ  べつ

こころ　        ゆ　                                        に　                                           ぶ  らく もんだい　      む　       あ　       い　                             まえ  む　             ふたり　      すがた

か  ぞく　    よう  す　　                                            わたし　                  い　      かた　   あらた　         かんが

ぶ     らく   さ    べつ　        かい しょう　       すい  しん　        かん　                 ほう  りつ

へい せい　               ねん　         がつ　         にち  し  こう

ほう りつ　            げん ざい　                      ぶ   らく  さ   べつ　     そん ざい　            じょう ほう  か

しんてん　    ともな　             ぶ   らく   さ   べつ　　                             じょうきょう　    へん  か　      しょう

き   ほん てき じん  けん　       ほ しょう　             に  ほん こく  けん ぽう　       り

ねん　                                           ぶ   らく  さ   べつ　　                 しゃ かい　     じつ  げん

もく てき　                                                  ぶ   らく  さ   べつ　     かい しょう　　                              くに およ

ち  ほう こう きょうだん たい　     せき   む　      めい  き　　                   そう だん たい せい　　  じゅうじつ　    きょう

いく およ     　けい はつ とう　        し  さく　       き  てい

ふく おか  けん   ぶ    らく   さ   べつ　      かい しょう

すい しん　      かん　            じょう  れい

へい せい　         ねん　  がつ　 にち  し  こう

じょう れい　         けっ こん　    しゅうしょく　    さい

ぶ   らく   さ   べつ   じ  しょう　     はっ せい  ぼう   し　      きょうりょく

けん みん およ　      じ ぎょうしょ        もと 

あら　                  ぶ   らく   さ   べつ　     かいしょう　     すい しん　     かん　            

ほう りつ　 　　　き   ほん   り  ねん　　  そう だん たい せい　    

 じゅうじつ　 きょう いく けい はつ　      すい しん　　                 き  てい　    

どう    わ  もん  だい  けい  はつ きょうちょう げっ かん　               がつ                  じっ    し　                  こう  えん  かい

がつ　     　     にち          もく

じ                      ふん

がつ　     　     にち          もく

じ                      ふん

がつ　     　     にち          すい

じ                      ふん

がつ　     　     にち          もく

じ                      ふん

じ ぎょう   めい にち  じ　　　ば  しょ　　 こうえん　　こう  し

じん けん      どう  わ  もんだいこうえんかい

じん けん      どう  わ  もんだいこう えんかい

じん けん      どう  わ  もんだいこう えんかい

み  づま

どう  わ  もんだいこう えんかい

た  ぬしまる  ち いき

きた の

じょうじま

 えんだい　　　　　　　　　　　しあわ　　　　 かんが　

わたし　     しゅ ざい           けい はつ  かつ どう　      とお　                 み

こう  し　   にし  お　   のりおみ　                 ふくおかけんじんけんけんきゅうしょふく  り   じ ちょう

～部落差別の現状と課題～」

えんだい　     ひとり                          かがや　  しゃ かい

ぶ  らく  さ  べつ　   げんじょう　    か だい

こう  し　   はな  だ　  まさ のり　                くま もと がくえん だい がくしゃかい ふく  し  がく  ぶ きょうじゅ

えんだい　    まな　                            み  らい　   つく

こう  し　    た  なか　  すな お

く   る    め   し きょういく い  いんかい じんけん　    どう わ きょういく か    し どうしゅ  じ

えんだい　　  めいしん　    じんけん　                     かんが

こう  し　    ほり た　   ひでしげ　                      もと                     し  りつよし  いちゅうがっこうこうちょう

み   づましょう がい がく しゅう

かぜ

じょうじま

おんせい　　　　　　　　　　 おんせい　                    たいおう　         けいたいでん  わ　

よ　      こ　                                        ない　   おさ                      じょうほう　  おんせい　    よ　      あ　                                             ひょうじ

石井眞澄さん　石井千晶さん
いし  い   ま  すみ　                 いし  い   ち  あき

くわ


