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ＬＧＢＴとは、レズビアン（女性として女性が好きな人）、ゲイ（男性として男性が好きな人）、

バイセクシュアル（性別にかかわらず恋愛対象になる人）、トランスジェンダー（生まれた時

に割り当てられた性別とは異なる性別を生きる人）の頭文字をまとめたもので、性的マイノ

リティの総称の一つとしても使われています。この他にも、アセクシャル（無性愛者）、クエ

スチョニング（性自認や性的指向が明確でなく揺れ動いていている人）など、様々な人が

います。これらは、個人の趣味や一過性のものではなく、本人の意思で変えられるもので

はありません。ＬＧＢＴについて正しく理解し、誰もが多様性を認め合いながら、いきいきと

輝く社会の実現に向け、一緒に考えていきましょう。

第１部 「福岡市の性的マイノリティ支援について」 （13：35～13：50）

市民局人権部人権推進課長 前野 隆之 さん

第２部 「ＬＧＢＴに関する企業の取組について」 （13：55～15：25）

株式会社 三好不動産 執行役員（社長室・広報）

松本 茂規 さん
○一般社団法人アースプロジェクト福岡 代表理事

○九州インターンシップ推進協議会 監事

定員：６０名 （入場無料、事前申込必要） ※手話通訳有り

各校区から2名までで調整をお願いします。
裏面のFAX申込書またはE-mail（氏名・電話番号、「第1回希望」

と記載）にて、8月31日（火）までにお申し込みください。

会場：福岡市立早良市民センター ３階 第１・２会議室 （早良区百道２丁目２番１号）

市営地下鉄「藤崎駅」下車２番出口／西鉄バス「藤崎バスターミナル」下車

※公共交通機関をご利用ください。

日時：令和３年９月２９日（水） １３：３０～１５：３０ （受付１３：００～）

【お問い合わせ・申込先】

早良区役所生涯学習推進課

〒814-8501 早良区百道２丁目１-１

TEL ０９２-８３３-４４０１
FAX ０９２-８５１-２６８０

E-mail gakushu.SWO@city.fukuoka.lg.jp

主催：早良区人権啓発連絡会議 早良区役所

人の多様性を認め合うまちの実現に向けて

～ＬＧＢＴに関する企業の取組について～

令和３年度 早良区人権講座（第１回）

※感染症の状況にあわせて定員が変更になる場合があります。

※当日は、検温、手指消毒、マスクの着用をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となることがあります。

６色の虹色は、ＬＧＢＴをはじめとする性的

マイノリティが差別や偏見にさらされることな

く生きていく社会をめざす想いが込められて

います。
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申込期間： 令和3年10月  ５日（火）～１０月２１日（木）

配信期間： 令和3年10月28日（木）～１１月  ３日(水)

視聴方法： 動画は､パソコン､タブレットＰＣ､スマートフォン等でご覧ください｡

申込方法① QRコードからの申込み

申込方法② Ｅメールでの申込み

【申込先】

※ ①と②をあわせて、申込先着順3００名の方へ、後日、動画URLをお送りします。

※ ご記入いただいた個人情報は厳重に管理し、上記の目的外には使用いたしません。

早良区役所総務部生涯学習推進課　宛
Tel　092（833）4401　　　Fax　092（851）2680
Eメール　gakushu.SWO@city.fukuoka.lg.jp

右記ＱRコードから申し込みできます。
氏名（フリガナ含む）、電話番号（日中連絡が取れる番号）を
記載して送信してください。

件名（第２回希望）、氏名（フリガナ含む）、電話番号（日中連
絡が取れる番号）を記載して、下記のメールアドレスまで送
信してください。

＜　プロフィール　＞
阪神・淡路大震災に際し、学生ボランティアから国際協力NGOのスタッフと
なり、在宅避難者・仮設住宅・全焼地域の復興支援などに４年間従事。
その後、（財）消費生活研究所などで事務局・研修員としての勤務の傍ら法政
大学院修士課程修了。
２０１１年発足の東日本大震災女性支援ネットワークの活動に参画し、２０１４
年には後継団体の減災と男女共同参画 研修推進センターを設立（共同代
表）、現在に至る。
主な分野は地域防災で、全国各地で防災講演・講座・研修を行いながら、「避
難所運営ガイドライン」（内閣府・２０１６）はじめ、国・自治体の防災政策にも
関わる。

（注）本講座は、市民センターで開催予定でしたが、新型コロナウィルス感
染症拡大防止の観点から、インターネットサイトでの配信動画を視聴して
いただく形式に変更しました。

早 良 区 人 権 講 座 （第２回）

女性の視点から見る地域防災について

減災と男女共同参画 研修推進センター 共同代表

早稲田大学地域社会と危機管理研究所 招聘研究員

主催：早良区人権啓発連絡会議 早良区役所

浅野 幸子さん
あさの さちこ

300名
申込先着順

参加料無料
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「ネット人権侵害と
部落差別の現実」

～『寝た子』はネットで起こされる！？～

【お問い合わせ・申込先】

早良区役所生涯学習推進課

〒814-8501 早良区百道2丁目1-1

TEL ０９２-８３３-４４０１

FAX ０９２-８５１-２６８０

E-mail gakushu.SWO@city.fukuoka.lg.jp

主催：早良区人権啓発連絡会議 早良区役所

早 良 区 人 権 講 座 （第３回）

日時：２０２１年１１月1８日（木）
13：30～15：30 （開場 13：00）

場所：福岡市立早良市民センター３階第1会議室
早良区百道２丁目２番１号

市営地下鉄「藤崎駅」下車2番出口，西鉄バス「藤崎バスターミナル」下車

※公共交通機関をご利用ください。

定員：先着６０名 ，事前申込必要 ※手話通訳あり。
※裏面のFAX申込書か電話またはE-mail（氏名・電話番号，｢第３回希望」と

記載）にて10月29日(金)までにお申し込みください。
各校区から２名までで、調整をお願いします。

※感染症の状況にあわせて定員が変更になる場合があります。

山口県人権啓発センター 事務局長

川口 泰司 さん
講 師

■講演内容
2016年12月、「部落差別解消推進法」が成立・施行

されました。その背景には、インターネットやＳＮＳを
悪用した差別の悪化・深刻化があります。爆発的に拡散
され続けるデマや偏見。「部落地名総鑑」がネット上に
公開され、部落と部落出身者を「暴き」「晒し」続ける
差別扇動が起きています。
もう、「寝た子」を起こすなは通用しない。無知・無

理解・無関心な人ほど、デマ・偏見を鵜呑みにし、差別
情報を無自覚に拡散しています。コロナ禍で問われた差
別の課題、部落差別の「いま」、ネット対策、人権教育
の重要性について考えます。

新型コロナウィルス感染症感染防止対策へのご協力
をお願いします。

・マスクの着用をお願いします。
・会場入口において，検温と手指消毒をお願い
しています。
・参加者に新型コロナウイルスの感染があった
場合には，ご連絡させていただくことがありま
す。なお，その場合には，お名前及び連絡先を
保健所等の公的機関へ提供させていただくこと
がありますので，ご了承ください。

校区用

入場無料
定員６０名

■プロフィール
1978年愛媛県宇和島市の被差別部落に生まれる。中学時代、

同和教育に本気で取り組む教員との出会いから解放運動に取り組
むようになる。大阪の大学を卒業後、(社）部落解放・人権研究所
（社）大阪市新大阪人権協会を経て、2005年より山口県人権啓発
センター事務局長として活躍。
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入場無料

要申込

Ｃ 荻庭桂太

と き…令和３年７月13日(火)
14:00～15:30 (13:30開場)

ところ…福岡市教育センター406研修室
（福岡市早良区百道３-10-１）

申 込…6月15日から電話、Fax、Eメールのいずれかで

※ お電話、Faxでお申込みの方は、裏面をご利用ください

※ 講演を記録した動画配信（後日）をご希望の方は、お手数ですが、裏面を
参照して、Eメールでお申込みください

❣ 手話通訳・要約筆記あり(会場のみ)

❣ 当日は、検温・手指消毒・マスクの着用をお願いします

❣ 新型コロナウィルス等の感染症の状況により、定員が変更になったり、

中止となることがあります

令和３年度 早良区人権を考えるつどい

あきらめない心
日本初義手の看護師

北京・ロンドンパラリンピック競泳日本代表

伊藤 真波さん

い とう ま なみ

当
日
定
員

入場無料

先着順

70名

〈経歴〉
1984年 静岡県出身 5歳～水泳を始める
2000年 静岡県立清水西高等学校衛生看護科入学
2003年 静岡県医師会看護専門学校入学
2004年 交通事故に遭い右腕切断

兵庫県立リハビリテーション中央病院にて義手製作に取り掛かる
2007年 神戸百年記念病院 入職
2008年 北京パラリンピック 100ｍ平泳ぎ 4位 100mバタフライ 8位
2010年 アジアパラ競技大会 100ｍ平泳ぎ 2位
2012年 ロンドンパラリンピック100ｍ平泳ぎ 8位
2015年 神戸百年記念病院退職

事前にご希望の方へ

YouTube動画を

後日ご案内します

主催：早良区人権啓発連絡会議 早良区役所

【お問い合わせ・申込先】早良区役所生涯学習推進課

Tel ０９２(８３３)４４０１ FAX ０９２(８５１)２６８０

Eメール gakushu.SWO@city.fukuoka.lg.jp
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福岡市教育センター ４06研修室
（早良区百道三丁目１０番１号）

※公共交通機関をご利用ください
◇市営地下鉄「藤崎駅」下車 ３番出口

◇西鉄バス「藤崎バスターミナル」下車 徒歩８分

【 お問い合せ・申込先 】

早良区役所生涯学習推進課

Tel 092-833-4401 Fax 092-851-2680

E-mail gakushu.SWO@city.fukuoka.lg.jp

漫画家＆タレント。1984年カメルーン生まれ。

4歳の時に母の結婚に伴い来日し、兵庫県姫

路市で育つ。

高校卒業後、兵庫県内で就職をしたが自分の

生い立ちが人々の関心や共感を集めることを

発見し、25歳で上京。

タレント活動の傍ら、ツイッター上で発表して

いた自分の日常のエッセイ漫画が話題となり、

2018年8月に『まんが アフリカ少年が日本で

育った結果』として出版された。

現在、毎日小学生新聞にて「アフリカ少年！毎

日が冒険」連載中。

2020年5月には、『まんが アフリカ少年が

見つけた世界のことわざ大集合 星野ルネのワ

ンダフル・ワード・ワーズ！』を出版。

第５０回 福岡市人権尊重週間（１２月４日～１０日）

人権を尊重する市民の集い
早良区会場

令和３年12月７日（火）14：30～16：05 （開場14:00）

主催：福岡市人権尊重行事推進委員会

漫画家、タレント

入場無料

要申込

先着７0名 入場無料、事前申込必要

日時

場所

定員

申込方法 11月16日（火）から電話、Fax、Eメールのいずれかで

※お電話、Faxでお申込みの方は、裏面をご利用ください

※講演を記録した動画配信（後日1週間程度）をご希望の方は、
お手数ですが、裏面を参照して、Eメールでお申込みください

※手話通訳・要約筆記あり（会場のみ）

※当日は、検温・手指消毒・マスクの着用をお願いします

※新型コロナウイルス等の感染症の状況により、定員が変更になったり、

中止となることがあります

星野 ルネ さん

プロフィール
ほしの

事前にご希望の方へ

動画URLを

配信前に案内します
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⑤サークル作品展示会（俳句・川柳・絵画等）
（10/1～10/31まで2階ロビーで展示します）

早良市民センターをご利用の
サークルの皆様が、日頃から
楽しんで創作した作品を展示
しています。皆様の素晴らしい
力作を是非ご覧ください！

【場 所】 ２階ロビー

④早良図書館のイベント
手裏剣まとあてゲーム・忍者の巻物の謎をとけ
図書館の廃棄本（除籍本）頒布会

図書館ご利用の皆様へ向け
楽しいイベントを用意いた
しました。ご家族揃って
ご来館ください。

【会場】第2会議室
【時間】11時～16時30分

②おもしろ落語 往復ハガキで申込み（9/15～30）

今回は幼少時から落語好きが興じ、唐人町を拠点に活
動するアマチュア落語グループ「内浜落語会」へ２１
年前に入門。現在は会長を務められ、円熟味を増した
師匠の落語をお楽しみ下さい。
【出演】粗忽家勘心 師匠
【会場】第一会議室
【開場】14時30分
【時間】15時～16時30分
【定員】40名

①親子で楽しむアニメ映画「ペット2」
一昨年に放映された映画です。飼い主がいない間のペットたちが巻き起こす騒動を描いた人気
アニメ「ペット」シリーズの第２弾。お楽しみに！

③ボトルフラワー体験講座
お花の魅力、アレンジの楽しさを学びませんか！
【講師】緑のコーディネーター 川上和恵氏
【会場】実習室（各開場は３０分前）
【午前の部】11時～12時
【午後の部】14時～15時

【定員】各回６家族
１家族4人以内・作品は２個まで

・持ち帰り用の袋をお持ちください

往復ハガキで申込み（9/15～30）

●①②③往復はがきで申し込み：期間 9/15（水）～ 9/30（木）当日消印まで抽選

●事前申込み不要のイベント

【申込み/お問合せ】福岡市立早良市民センター
〒814-0006 福岡市早良区百道2-2-1
☎092-831-2321 Fax092-831-2355

【主催】福岡市立早良市民センター
指定管理者 ふくおか市民施設管理JV

【共催】早良区生涯学習推進課

すべて参加無料

ご来場は公共交通機関をご利用ください。地下鉄藤崎駅、藤崎バスターミナルの直上が早良市民センターです。

【午前の部】開場9時30分 開演10時～11時30分

【午後の部】開場13時 開演13時30分～15時

【会 場】3階 視聴覚室

【対 象】親子（どなたでもご来場ください）

【定 員】各40名

【申し込み】往復ハガキで申込み（9/15～30）
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早良市民センター出前講座

【日時】１１月２６日（金曜日）

午前１１時～１２時まで

【場所】早良市民センター３階 第一会議室

今回は、だまされんばい悪質商法！

多発している悪質商法の手口と対処法について

最新の事例を交えた、わかりやすい講座となって

おります。

【定員】 40名

【対象】 一般 無 料

【申し込み】11月１日（月）～ 11月10日
（水）までに電話または当センター窓口にて
受付いたします。先着順となります。

【主 催】 指定管理者 ふくおか市民施設管理JV

【共 催】 早良区生涯学習推進課

【問い合わせ先】 福岡市立早良市民センター

☎ 092-831-2321  Fax 092-831-2355

＜駐車場は台数に限りがございます。公共交通機関でお越し下さい。＞

（開場午前１０時３０分）
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