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人権啓発フェスティバル「ハートフルフェスタ福岡 2021」を開催いたします。 

市民の皆さまに、人権を自分自身の身近な問題として考えていただき、心ふれあい、 

気持ちつながる日にしたいと思います。 

つきましては、イベントの広報・周知にご協力いただきますようお願いいたします。 

日時：令和３年 10月 24日(日)11：00～17：00  入場無料 

会場：西鉄ホール（ソラリアステージ 6階）、ゼファ（ソラリアプラザ 1階） 

主催：ハートフルフェスタ福岡実行委員会 

イベントの詳細については、別紙のチラシをご覧ください。 

第１部 ① 映画「今日も明日も負け犬。」上映 

起立性調節障害をテーマにした、監督も務めた福岡市の高校生の実体験に基づく作品。 

② 人権パネルディスカッション「心をつなぐために、私たちにできること」

 パネラー：春名風花さん、かずえちゃん（リモート出演） 

第２部 人権講演会  

テーマ 「出会いこそ生きる力 ～外国にルーツを持つ子どもたちへ愛をこめて～ 」 

 講師  サヘル・ローズさん（俳優） 

定 員 ２３０名（第１、第２部とも） 事前申込み制 

オンライン配信あり（映画上映を除く）  

申込み多数の場合、抽選にはずれた方に YouTube配信用 URLを送付 

① リト＠葉っぱ切り絵展

② アトリエブラヴォ ライブペインティング

③ アトリエブラヴォ ワークショップ

④ アダプテッドスポーツ体験コーナー

⑤ 人権マンガパネル展

⑥ 人権に関する団体のパネル展示、動画紹介

「ハートフルフェスタ福岡 2021」を開催します 

～心ふれあい 気持ちつながる～ 

ゼファ会場 イベント 11：00～17：00 

【問い合わせ先】ハートフルフェスタ福岡実行委員会 

事務局（福岡市人権啓発センター） 

担当：外薗・栁瀬 電話：717-1276 FAX：724-5162 

西鉄ホール イベント 11：20～15：30 



「出会いこそ生きる力
～外国にルーツを持つ子どもたちへ愛をこめて～」

テーマ

心をつなぐために、私たちにできることテーマ

【リト＠葉っぱ切り絵さん】
一枚の葉っぱで表現する世界。自身の
ADHD(発達障がい)による偏った集中
力やこだわり力を前向きに活かして、
葉っぱを使った切り絵作品をほぼ毎日
制作し公開。Instagramのフォロワー
は約20万人。

葉っぱ切り絵アーティスト「リト」さんのハートフル
フェスタ福岡オリジナル作品を展示！

障がい福祉サービス事業所【JOY
倶楽部】「アトリエブラヴォ」のアー
ティストがライブペインティングを
行います。来場者の方もライブペイ
ンティングにご参加いただけます。

「アトリエブラヴォ」の作品に色を塗って自分の作品を制作しま
す。世界に一つだけのアートを作りませんか？

今日も明日も負け犬。

14：00～15：30講演会  
映画上映 11：20～12：20

人権パネルディスカッション 12：30～13：20

司会／斉藤ふみさん

リト＠葉っぱ切り絵展

【アトリエブラヴォ】 ワークショップ

【アトリエブラヴォ】 ライブペインティング

アダプテッドスポーツ体験コーナー
障がい者や高齢者、子どもあるいは女性等が参加できるように
創られた運動やスポーツ。普段体験できないスポーツ体験をし
てみませんか？

誰の身にも起こりうる人権問題のパネル展を
開催します。

人権マンガパネル展

※希望者多数の場合は事前整理券対応と
　させていただきます。

※1回6名参加 ※希望者多数の場合は事前整理券対応とさせていただきます。

塗り絵缶バッチをつくろう！
11：00～13：40

オリジナルエコバッグをつくろう！
14：20～17：00

ブラインドサッカーPK体験 バランス歩き体験

10月24日 入場無料日

人権に関する団体のパネル展示、動画紹介を実施しています。お立ち寄りください。

人権に関する団体主催の講演会開催あいれふ10F10月23日土

ハートフルフェスタ福岡
心ふれあい、気持ちつながる

西鉄ホール会場
（ソラリアステージ6F）

ゼファ会場
（ソラリアプラザ１F）

2021

朝起きられない病気、起立性調節障害をテーマにした監督、西山夏実
さんの実体験に基づく作品。福岡市の高校生が青春をかけて制作した
映画。

イランの孤児院で過ごし、8歳で養母
とともに来日。ミラノ国際映画祭最優
秀主演女優賞を受賞するなど、映画や
舞台俳優として活動。芸能活動以外に
も、国際人権NGOの「すべての子ども
に家庭を」の活動で親善大使を務めて
いる。アメリカで人権活動家賞を受
賞。孤児・ストリートチルドレンなど子ど
もたちと共にいきていく事が目標。

孤児としての経験や義母と来日後の差別・いじめ、現在は児童養護施設
の子どもたちの支援を行っている思いなどを話していただきます。

サヘル・ローズさん

春名風花さん かずえちゃん
ドラマ、映画と活躍の場を広げる一方、
いじめ・社会問題にも向き合い、著書
「いじめているきみへ」を出版。

「LGBTQって身近にいるよ」「あなたは1
人じゃないよ」と伝えるため、動画配信や
交流などに力を注ぐ。

パネラー パネラー

申込み方法は裏面をご覧ください。

リモート出演

（俳優）

NPO法人福岡市障害者関係団体協議会/公益財団法人福岡よかトピア国際交流財団/公益社団法人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/福岡市民生委員児童委員協議会/福岡人権擁護委員協議会/ハートフルフェスタ福岡企画委員会/福岡法務局/福岡市

第1部

第2部

第1部

会場でアンケートに
ご協力いただいた方に

プレゼントをご用意しております。
※プレゼントは数に限りがございます。なくなり次第終了
　とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

ステキな
プレゼント！

オンライン
配信有

オンライン
配信有

事前申込制
手話通訳・要約筆記有

※映画上映は除く

参加
無料



お問い合わせ先

新型コロナウイルス感染症やワクチン接種を理由とした心ない言動が広がっています。
不当な差別 ・ 偏見 ・ いじめをなくしましょう ～冷静な行動、助け合い、支え合いが感染症を防ぎます～ 福岡市人権啓発センター

TEL 092-717-1237 ／ FAX 092-724-5162
〒810-0073  福岡市中央区舞鶴２丁目５番１号 あいれふ８階

●ご記入いただいた個人情報については、本催し及び新型コロナウイルス感染症に関するご連絡のみに利用させていただきます。
●当日は入場前に検温を行います。発熱のある方等、入場制限を行うことがございますのでご了承ください。また、会場ではマスクをご着用ください。

福岡市人権啓発センター

人権に関する団体主催の講演会開催土
10：30～12：00／語りの会「ことのは」『物語の中の人権』
13：30～15：00／はかたいのちを大切にする会 『円ブリオいきいき講座 胎児は社会の一員です。』
15：30～17：00／ふくおか当事者研究会 『もっと愛アイし合いたい権利「対話で折り合う」オープン・ダイアローグの実践と実演』

会場／あいれふ10F講堂／福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号

西鉄ホール会場申込み方法

会
場
へ
の
ア
ク
セ
ス

10月24日(日) タイムテーブル
各会場でイベントを開催。ぜひお立ち寄りください。

活動紹介

ゼファ会場（ソラリアプラザ１F）
11:00～17:00

様々な活動を映像とパネルで紹介しています。

ソラリア
ステージ

ソラリア
プラザ

ソラリア
ステージ
ソラリア
プラザ

地下鉄空港線
天神駅

地下鉄空港線
天神駅

徒歩約3分

徒歩約7分

地下鉄にて
約5分 徒歩約3分

バスまたはタクシーにて約10分

地下鉄七隈線
天神南駅

徒歩約3分
西鉄福岡（天神）駅

地下鉄空港線
博多駅

博多駅より

※専用駐車場はございませんので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
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ソラリアステージ

ソラリアプラザ

WEBで申込み（特設サイト）

往復ハガキで申込み

申込者及び同伴者1名までの氏名、住所、電話番号、メールアドレス、
車いすの利用等の有無を記入の上、下記事務局まで郵送ください。

「ハートフルフェスタ福岡2021」
〒810-0042 福岡市中央区赤坂1-16-5
（株式会社読売広告西部内）

〈申込締切〉10月10日(日)必着

〈申込締切〉10月10日(日)必着
当日ご来場いただけない方にも
ご覧いただけるチャンス！
パネルディスカッション・講演会をリアルタイムで
YouTubeにて配信いたします。抽選に外れた方に
視聴用URLをお送りいたします。

230名
申込み多数の
場合は抽選1回で2名まで

申込み可

【抽選結果は10月15日（金）頃に通知します。】

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となる場合もあります。

申込み多数の場合

各

10月23日

ゼファ会場

11:00

11:20

12:30

13:40

14:00

西鉄ホール会場

開場

映画上映
「今日も明日も負け犬。」
                          （60分）

人権パネルディスカッション
                           （50分）

開場

サヘル・ローズさん講演会
                           （90分）

11:00～17:00
アトリエブラヴォ ライブペインティング

アトリエブラヴォ ワークショップ
　● 塗り絵缶バッチをつくろう！ （11：00～13：40）
　● オリジナルエコバッグをつくろう！（14：20～17：00）

アダプテッドスポーツ体験コーナー
　● ブラインドサッカーPK体験
　● バランス歩き体験

人権マンガパネル展

リト＠葉っぱ切り絵展

「第1部のみ」「第2部のみ」「どちらも参加」をお選びいただき、その旨を明記してください。

第
1
部

第
2
部

第1部・第2部

① 一般財団法人カンボジア地雷撤去キャンペーン
② 公益社団法人福岡県人権研究所 
③ 治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟福岡県本部
④ 福岡県いのちを守る会
⑤ 福岡市企業同和問題推進協議会
⑥ 福岡手話の会
⑦ 福岡人権擁護委員協議会

（五十音順）




