
平成29年９月26日  

市政記者各位 

市民局人権部人権啓発センター 

「ハートフルフェスタ福岡2017」の開催について 

 

１．目的  

市民一人ひとりが人権問題を自分自身の問題としてとらえ、日常的な人権感覚が身につけられるよ

う、また、地域や関係機関・団体の交流・連携を図り相互理解が深められることをめざして開催しま

す。 

２．主催     

ハートフルフェスタ福岡実行委員会（１２機関）  

福岡人権擁護委員協議会、部落解放同盟福岡市協議会、福岡市人権教育研究会、福岡市教職員組合、

福岡市自治協議会等７区会長会、NPO法人福岡市障害者関係団体協議会、福岡市老人クラブ連合会、

福岡市七区男女共同参画協議会、福岡市企業同和問題推進協議会、福岡法務局、福岡市、福岡市教育

委員会 

３．日時 ・会場 

≪フェスティバル≫ 平成２９年１０月１日（日）          

            福岡市役所 西側ふれあい広場（メイン会場） 

 ≪ 講 演 会 ≫ 平成２９年９月２９日（金）～３０日（土） 

            福岡市人権啓発センター 研修室（あいれふ8階） 

4．概要  

  今年で20回目となる、「市民・行政共働型」人権啓発フェスティバル。

ステージイベントをはじめ，人権に関する団体や障がい者施設等，合計

68 団体によるブース出展や物品販売、7 月の九州北部豪雨被災地のブー

スを設ける。 

 ≪フェスティバル≫ 

  ①ステージイベント 

メインゲスト：mon（もん）、LINQ OG 

ゲスト：高取中学校吹奏楽部、 

柏原中学校（トーンチャイム演奏） 

清水保育園（太鼓実演）、C＆S音楽学院（歌）ほか 

②参加団体交流ブース 

   パネル展示 ほか                          【昨年の模様】 

③ふれあいマーケット                      

   障がい者施設の製品の販売、フリーマーケット 

④北部九州豪雨被災地応援ブース（朝倉市・日田市）        

  ⑤車いす体験・アイマスク歩行体験 

⑥場内アトラクション 

（バルーンアート，ものづくり体験，ハート形風船配布，サルのふわふわ，スタンプラリー） 

≪ 講 演 会 ≫ 

・9/29（金）2講座・9/30（土）3講座（会場 いずれも人権啓発センター） 

【問い合わせ先】 

市民局人権啓発センター（ココロンセンター）   

担当： 藤田 ・ 原田  電話：717-1276  

 

 



「ハートフルフェスタ福岡 2017」 

～みんなで集おう 心ふれあう人権広場～ 

 

 

１．概 要 

   今年で20回目となる、「市民・行政共働型」人権啓発フェスティバル。 

人権に関する団体や障がい者施設等，合計68団体によるブース出展や物品販売、ステージに加

え、本年度は，「ＮＯ ＢＯＲＤＥＲ～一人ひとりの壁をなくそう～」をコンセプトに会場内で各種のイ

ベントなどを実施するほか，7月の九州北部豪雨被災地の朝倉市、日田市の特産ＰＲブースを設け

る。 

 

２．フェスティバル （10月1日（日） 福岡市役所 西側ふれあい広場） 

①ステージイベント   

メインゲスト 

 ○ mon（もん） 

糸島市に在住。 二人の子どものお母さん。 叔父の「にしきの あきら」に憧れて 幼少の頃か

ら歌手になることを決意。在日韓国人や ADHD(注意欠陥多動障害)であるがゆえのイジメられ

た経験をもつ。 子を亡くした悲しみや体外受精を体験したからこそ気付けた「いのち」の大切

さなどを歌と語りで伝えてくれる子育てシンガー。 

 

○ ＬｉｎＱ OG（リンク オージー） 

    おなじみの「ＬｉｎＱ」から原直子，大庭彩歌，岸田麻佑，桃咲まゆの４人が「ＬＩＮQ」

を卒業して新たに結成したグループ。すてきな歌と若い世代からの人権への思いを伝えてくれ

る。  

 

ゲスト 

○ 福岡市立高取中学校 吹奏楽部 

西区･早良区合同演奏会での演奏，また，アクロス福岡で開催されるブラスフェスティバル，

そして吹奏楽コンクール出場など多忙な活動を展開している。また，敬老会など地域での演

奏にも力を入れており，地域に根ざした，地域でかわいがられる中学校吹奏楽部として存在

している。オープニングを楽しくそして素晴らしいものに飾ってくれる。 

○ 福岡市立柏原中学校 トーンチャイム 

      柏原中学校の1～３年生６人で編成。トーンチャイムはとても柔らかくきれいな音色が出る

楽器で，心を込めて演奏してくれる。 

○ 清水保育園 こども太鼓 

     今回は，立腰を軸とした保育の展開の一つである和太鼓演奏「凛太鼓」を披露します。勇壮

な博多山笠をイメージしたオリジナル曲です。腰骨の立った立腰の子ども達を見てほしい。 

 

○ 夢サークル（熊本地震被災者感謝のメッセージ） 

       感謝のメッセージ 熊本地震被災者（約１０名）からメッセージや歌を届ける。 

      ○ Ｃ＆Ｓ音楽学院 

  福岡市早良区にある音楽学校。高校卒業資格が取れる音楽学校として 2001年開校。今回

は在校生が音楽で同じ世代に呼びかける素晴らしい時間を創ってくれる。 

     ○ 増井ココロ ライブ＆「ｓｋｙ」合唱（エンディングセレモニー） 

        爽やかな「心」がこもった歌声で愛と温もりを届ける福岡出身のアーティスト『増井ココロ』。

歌詞を公募して作曲したハートフルフェスタ福岡のテーマソング「ｓｋｙ」をエンディングで



合唱する。 

○ その他 

人権キャラクター紹介・団体紹介コーナー 

      人権イメージキャラクターの「人ＫＥＮまもるくん」と「人ＫＥＮあゆみちゃん」及び出展

団体の紹介を行います。 

 

②会場イベント 

   ○ 参加団体交流ブース 

参加団体の活動の紹介 

○ ふれあいマーケット 

障がい者施設の物品販売（パン、クッキー、手芸品、生活雑貨など） 

        ○ フリーマーケット 

○ 車いす体験・アイマスク歩行体験 

福岡市社会福祉協議会（ボランティアセンター）の協力のもと，車いすを使っての移動やア

イマスクをつけての歩行を来場者に体験してもらう。 

○ その他イベント 

・バルーンアート ・ものづくり体験 。ハート形風船配布 

 ・サルのふわふわ ・スタンプラリー 

 

３．講演会 （9月29日（金）～9月30日（土）≪人権啓発センター（あいれふ８階）≫） 

講演会（5団体） 

  福岡市人権教育・啓発基本計画で課題とする分野から，講演テーマを選択する形で参加団体を募

り実施する講演会。（内容については，ちらし参照） 

 



福岡市役所西側ふれあい広場お子様には、先着2,000名様に

プレゼントします!!
ハートの風船

イベ ント
会 場 福岡市中央区天神1丁目8-1

「西鉄福岡（天神）駅」下車徒歩約4分西鉄電車

福岡人権擁護委員協議会／部落解放同盟福岡市協議会／福岡市人権教育研究会
福岡市教職員組合／福岡市自治協議会等7区会長会／NPO法人福岡市障害者関係団体協議会
福岡市老人クラブ連合会／福岡市七区男女共同参画協議会／福岡市企業同和問題推進協議会
福岡法務局／福岡市／福岡市教育委員会

ハートフルフェスタ
実行委員会

ココロンセンター人権相談ダイヤル 092-717-1247　相談時間10時～17時（月曜日～金曜日）   

「天神駅」下車徒歩約4分福岡市営地下鉄

みんなで楽しめるイベントがいっぱい！

● 交流ブース　   ● ふれあいマーケット
● フリーマーケット　● ものづくり体験
● 福祉体験　● さるのふわふわ　など

時　間 ステージプログラム

30分 福岡市立高取中学校 吹奏楽部演奏2 11：10～

60分5 【人権キャラクター紹介】＋【団体紹介コーナー】＋休憩12：10～

6

15分 清水保育園 こども太鼓4 11：55～

40分 ＬinＱ ＯＧ（リンク オージー）トーク&ライブ

9

14：20～

10分 オープニングセレモニー（ファンファーレ・開会あいさつ）1 11：00～

30分 Ｃ＆Ｓ音楽学院 ライブ

8

13：50～

30分

10

夢サークル（熊本地震被災者感謝のメッセージ）15：00～

増井ココロ ライブ30分

11

15：30～

30分 エンディングセレモニー（『SKY』合唱・企画委員長あいさつ）16：00～

福岡市立柏原中学校 トーンチャイム演奏15分11：40～3

mon(もん)トーク＆コンサート40分13：10～

7

（旧）

あります。

No Border

平成29年九州北部
豪雨被災地を応援!!

朝倉市、日田市の
物産PRブースも出店

みんなで集おう心ふれあう人権広場

［主催］ハートフルフェスタ福岡実行委員会　［共催］福岡・筑紫地域人権啓発活動ネットワーク協議会
［お問い合せ・事務局］福岡市人権啓発センター　TEL 092-717-1237　FAX 092-724-5162

11:55 12:10

マジックや
バルーンアートなど
「ものづくり体験」
フラワーポッドづくり
会場歩いて景品をゲット
スタンプラリー

ハートフルなイベントたくさん！

子育て
シンガー （もん）mon

11:10 11:40 11:40 11:55

13:50 14:20

増井ココロ

LinQ OG （リンク オージー）
トーク&ライブ

ライブ
ますい

開催日 会場
福岡市人権啓発センター
福岡市健康づくりサポートセンターあいれふ8F
※詳細については挟み込みしているA4チラシをご覧ください。

9月29日 30日金 土講演会

13：50
13：10

15：00
14：20

16：00
15：30

福岡市立高取中学校 吹奏楽部 演奏 福岡市立柏原中学校 トーンチャイム演奏

清水保育園こども太鼓 Ｃ＆Ｓ音楽学院 ライブ

ハート風船配布

可愛い風船を
もらおう！

フワフワ

中に入って
楽しく遊ぼう！

※荒天の為、やむを得ずイベント内容を中止・変更する場
合がございます。「福岡市人権啓発センター」のホーム
ページにてご確認ください。

楽しい！子ども向けイベント！遊べる！

No Border

みんなで集おう心ふれあう人権広場

毎月最終火曜日（祝日の場合はその翌日）年末年始（12月29日～翌年1月3日）はお休みさせていただきます。
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9
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月
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フィリピンの貧困地域で子ども達の支援
を続けておられ、ストリートチルドレンの現
状を伝えて、子ども達を貧困から救えるの
かを考える機会とする。

※参加料無料

身近な場面で、相談にのることは意外と
難しいものです。つい余計なアドバイスを
してしまいがち。福岡いのちの電話に長
年関わっており、臨床心理士でもある講
師が、日常に役立つ聴き方をお話しします。

※参加料無料

フリーアナウンサーの仕事を通じ子ども達
に昔話を語り始める。西南学院大学、福岡
女子短期大学元講師。福岡県教育文化
賞受賞。図書館施行６０周年記念図書館
関係者文部科学大臣賞受賞。自宅で後進
の学び場を開催中。 ※参加料無料

【講師】 富原 美智子
（フリーアナウンサー）

① 憲法２１条の言論の自由の意義
② 共謀罪法の危険性
③ 監視社会への危惧、
　 治安維持法の再来の危険性。

※参加料無料

福岡を中心にLGBTQの子ども若者サポー
トをしているFRENS代表の石﨑杏理が、
LGBTQの現役学生・若ものとともに学校
生活について考えるシンポジウム。若い当
事者自身の声を社会に向けて発信する。

※参加料500円※シンポジウム形式

【講師】 伊藤 実喜
（ＮＧＯ日本レイテ友好協会
理事長）

フィリピンのストリート
チルドレンの人権を
考える

テーマ

【講師】 松尾 公孝
（福岡大学/学生カウンセラー
/臨床心理士）

福岡いのちの電話。

寄り添う聴き方。日常に
生かせば家族も職場も
変わります。聴く力。

テーマ

「富原美智子語りの
世界」物語の中の人権

テーマ

【講師】 石村 善治
（福岡大学名誉教授・治安
維持法犠牲者国家賠償要求
同盟中央本部副会長）

日本国憲法と
監視社会への危惧

テーマ

コーディネーター：
石﨑 杏理（フレンズ）
ゲスト：ＬＧＢＴＱユース ４名

テーマ
LGBTQユースが考える
「LGBTQの子どもも
安心して通える学校」

会場 福岡市人権啓発センター研修室

福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
福岡市健康づくりサポートセンターあいれふ8F

※講演会の開場は30分前からです。

TEL : 092-717-1237
FAX : 092-724-5162

[主催] ハートフルフェスタ福岡実行委員会　[共催] 福岡・筑紫地域人権啓発活動ネットワーク協議会

テーマ／講師 講演内容・プロフィール等日程・団体名・連絡先
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