
 

主催者（共催者） 日時 会場及び住所 イベント名称 イベント内容 担当課等 問い合わせ先 申し込み方法

三重県
令和3年11月11日（木）～
12月10日（金）
9：00～17：00

三重県人権センター
１階　アトリウム
（津市一身田大古曽693-１）

パネル展
2021年度「人権」に関するポスター優秀作
品展

三重県人権セン
ター

電話
059-233-5501
(三重県人権ｾﾝﾀｰ啓発
課)

申し込み不要
 入場無料

三重県
令和3年11月23日
（火 ・祝）
13：30～15：00

会議室での講演及び
ZOOM形式によるオンライン開催
三重県人権センター
大セミナー室及び中会議室
（津市一身田大古曽693-1）

第2回県民人権講
座

「一人ひとりが生きやすい社会のために
～差別をなくすため、自分のできること
～」
講演者：本江優子さん
（公益財団法人　反差別・人権
研究所みえ事務局次長）

三重県人権セン
ター

電話
059-233-5501
(三重県人権ｾﾝﾀｰ啓発
課)

申し込み要
 FAX、Eメール又は電話
入場無料

令和3年度【差別をなくす強調月間中１１月１１日～１２月１０日】人権関連行事
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主催者（共催者） 日時 会場及び住所 イベント名称 イベント内容 担当課等 問い合わせ先 申し込み方法

桑名市
桑名市教育委員会

令和3年12月4日(土）
10：00～15：00

NTNシティホール
（桑名市民会館）

2021人権フェスタ
inくわな

・人権を考える意見発表会
・人権講演会
（講師：住田裕子さん）
・ふれあいマルシェ
・人権擁護委員による人権相談

桑名市人権セン
ター
人権教育課
人権政策課

☎0594-27-6677

・入場料無料
（人権講演会には整理券が
必要。11月8日(月）から配布予
定。）

木曽岬町
木曽岬町人権教育研究協議会

令和3年11月26日（金）～
令和3年12月22日（水）
火水木 10：00～18：00
金　12：00～20：00
土日 9：00～17：00

木曽岬町立図書館
（※月曜休館）
（木曽岬町大字西対海地251）

人権フォト、ポス
ター展示

R3年度に募集した人権に関する写真、ポ
スターの展示

住民課 ☎0567-68-6103 申し込み不要

いなべ市
（メシェレいなべ）

令和3年12月4日（土）～
令和3年12月24日（金）

いなべ市役所　シビックコア棟
（いなべ市北勢町阿下喜31番地）

巡回展示
人権啓発のための標語及びポスター募集
事業の優秀作品等の展示。人権団体メ
シェレいなべの活動展示。

福祉部　人権福祉
課

☎0594-86-7815 なし

四日市市
四日市市教育委員会

令和3年11月28日（日）
午前の部　10：00～
午後の部　13：30～

四日市市文化会館
第１ホール他
（四日市市安島二丁目5-3）

じんけんフェスタ
２０２１

・映画「カノン」上映
・映画に関わるビデオメッセージの
放映

人権センター ☎059-354-8609

申し込みは、四日市市に在住、
在勤、在学の人に限る。
入場には参加券が必要。11月12
日（必着）までに専用フォームま
たは、FAX、または直接人権セン
ターへ申し込み。
1回の申し込みで5枚まで配布。

朝日町
令和3年12月1日（水）
10：00～15：00

朝日町保健福祉センター
「さわやか村」2階　研修室

特設人権相談 人権擁護委員による相談所の開設 保険福祉課 ☎059-377-5659 申し込み不要

川越町人権・同和教育研究
協議会

令和3年11月13日（土）～
12月6日（月）
9：00～17：00

川越町あいあいセンター
（川越町豊田一色314番地）

人権ポスター展
人権に関するポスターの展示
（町内小学生５，６年生による作品）

川越町教育委員会
生涯学習課

☎059-366-7140
（川越町教育委員会
生涯学習課）

入場無料
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主催者（共催者） 日時 会場及び住所 イベント名称 イベント内容 担当課等 問い合わせ先 申し込み方法

川越町人権・同和教育研究
協議会

令和3年12月8日（水）～
12月24日（金）
8：30～17：15
※土・日除く

川越町役場
（川越町豊田一色280番地）

人権ポスター展
人権に関するポスターの展示
（町内小学生５，６年生による作品）

川越町教育委員会
生涯学習課

☎059-366-7140
（川越町教育委員会
生涯学習課）

入場無料

川越町、四日市人権擁護委員
協議会

令和3年11月26日（金）・
12月10日（金）
13：30～16：00

川越町あいあいセンター
（川越町豊田一色314番地）

特設人権相談 人権擁護委員による相談所の開設 川越町福祉課
☎059-366-7116
（川越町福祉課）

申し込み不要

鈴鹿市
令和3年11月11日（木）～
12月10日（金）

鈴鹿市役所　15階展望室
人権啓発ポスター
展

人権啓発ポスターの展示 鈴鹿市人権政策課 ☎059-382-9011 不要

亀山市及びヒューマンフェスタ
in亀山実行委員会

令和3年12月4日（土）
13：00～15：00

亀山市青少年研修センター
（亀山市若山町7-10）

第17回ヒューマン
フェスタin亀山

座談会形式
３つの分科会に分かれて参加者が意見交
流をする。

亀山市生活文化部
文化スポーツ課文
化共生グループ

☎0595-96-1223
FAX　0595-96-2414
MAIL　bunkakyosei@city.
kameyama.mie.jp

亀山市生活文化部文化スポーツ
課文化共生グループまで電話・
FAX・Eメールで申し込むか、チラ
シに掲載されているQRコードか
ら申し込む。
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主催者（共催者） 日時 会場及び住所 イベント名称 イベント内容 担当課等 問い合わせ先 申し込み方法

津地域防災総合事務所
令和3年11月16日（火）
13：30～15：30

三重県津庁舎6階大会議室
（津市桜橋3丁目446-34）

令和3年度津地域
人権啓発事業
「ミニ人権大学講
座」第1回

テーマ：同和問題
演題：部落差別は身近な問題ですか？ー
客観的データと具体的な事実からー
講師：原田朋記さん（公益財団法人反差
別・人権研究所みえ調査・研究員）

※ZOOMによるオンライン視聴方式

津地域防災総合事
務所地域調整室県
民防災課

☎059-223-5300
事前申し込み必要（FAXまたは
電子メール）。ただし、定員になり
次第終了

津地域防災総合事務所
令和3年11月30日（火）
13：30～15：30

三重県津庁舎6階大会議室
（津市桜橋3丁目446-34）

令和3年度津地域
人権啓発事業
「ミニ人権大学講
座」第２回

テーマ：貧困問題と人権
演題：地域社会から見えなくなる
子どもたちと過ごして～子どもの貧困とそ
の支援から大切に思うこと～
講師：山田恭平さん（特定非営利活動法
人こどもNPO副理事長）

※ZOOMによるオンライン視聴方式

津地域防災総合事
務所地域調整室県
民防災課

☎059-223-5300
事前申し込み必要（FAXまたは
電子メール）。ただし、定員になり
次第終了

多気町 令和3年12月10日（金） 天啓の里（特設人権相談） 人権相談 人権相談 健康福祉課 ☎0598-38-1114 予約不要

明和町
令和3年11月13日（土）
14：00～15：30

いつきのみや地域交流センター
2021年度連続人
権講座

「犯罪被害者等を支える社会をめざして」
～犯罪被害者等支援の必要性と二次被
害の防止～

講師　三好由里子さん

生活環境課
（人権センター）

☎0596-55-3052 不要

明和町
令和3年11月21日（日）
14：00～15：30

いつきのみや地域交流センター
2021年度連続人
権講座

「性の多様性と豊かな社会」

講師　小林慶太郎さん

生活環境課
（人権センター）

☎0596-55-3052 不要

大台町・大台町教育委員会
（人権擁護委員・大台町人権施
策審議会・大台町人権教育研
究会）

令和3年12月4日（土）
健康ふれあい会館
（多気郡大台町栗生1010番地）

第22回大台町人
権フェスティバル

・中学生による人権作文発表
・人権講演会

町民福祉課 ☎0598-82-3783 当日受付（先着順）

中
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主催者（共催者） 日時 会場及び住所 イベント名称 イベント内容 担当課等 問い合わせ先 申し込み方法

南勢志摩地域活性化局
令和3年11月15日（月）
13：30～15：00

ZOOM形式によるオンライン
開催及び会議室での講演上映
三重県伊勢庁舎　401会議室
（伊勢市勢田町628-2）

南勢志摩地域
人権セミナー

講演
テーマ：インターネット上に溢れる
差別的な情報を前に
講師：原田朋記さん
（公益財団法人反差別・人権研究所みえ）

地域活性化防災室
総務生活課

☎0596-27-5111
FAX0596-27-5251

事前申し込み・募集定員あり

南勢志摩地域活性化局
令和3年11月26日（金）
13：30～15：00

ZOOM形式によるオンライン
開催及び会議室での講演上映
三重県志摩庁舎　大会議室
（志摩市阿児町鵜方3098-9）

南勢志摩地域
人権セミナー

講演
テーマ：地域でともに生きるために
～コロナ禍における障害者の地域生活と
社会的障壁～
講師：杉田宏さん
（NPO法人ピアサポートみえ）

地域活性化防災室
総務生活課

☎0596-27-5111
FAX0596-27-5251

事前申し込み・募集定員あり

南勢志摩地域活性化局
令和3年12月9日（木）
13：30～15：00

ZOOM形式によるオンライン
開催及び会議室での講演上映
三重県伊勢庁舎　401会議室
（伊勢市勢田町628-2）

南勢志摩地域
人権セミナー

講演
テーマ：ハンセン病と新型コロナ
～感染症と差別を考える～
講師：小川秀幸さん
（三重テレビ放送株式会社）

地域活性化防災室
総務生活課

☎0596-27-5111
FAX0596-27-5251

事前申し込み・募集定員あり

鳥羽市
令和3年11月27日（土）～
12月12日（日）

鳥羽ショッピングプラザハロー
2階
（鳥羽市大明西町1-1）

鳥羽市人権
ポスター展
（同時開催・
人権啓発
のぼり旗展示）

市内の小・中学生から募集した
人権ポスター及び人権啓発のぼり
旗の展示

市民課 ☎0599-25-1126 申し込み不要

鳥羽市
令和3年11月12日（金）～
11月25日（木）

鳥羽市立図書館
（鳥羽市大明東町1-6）

「女性に対する暴
力をなくす運動」
関係図書特設展
示

女性に対する暴力をなくす運動期間に合
わせ、関係図書を特設コーナーに展示

市民課 ☎0599-25-1126 申し込み不要

鳥羽市
令和3年11月27日（土）～
12月12日（日）

鳥羽市立図書館
（鳥羽市大明東町1-6）

人権週間関係
図書特設展示

人権週間に合わせ、関係図書を
特設コーナーに展示

市民課 ☎0599-25-1126 申し込み不要

鳥羽市社会福祉協議会
令和3年11月27日
（土）～12月10日（金）

鳥羽市保健福祉センター
ひだまり1階ロビー
（鳥羽市大明東町2番5号）

「障害者の日」
作品展示

市内福祉事業所などによる
作品展示

鳥羽市社会福祉
協議会

☎0599-25-1188 申し込み不要

志摩市
令和3年12月1日(水）～
12月14日（火）

志摩市役所・市民ギャラリー
（志摩市阿児町鵜方3098-22）

人権パネル展

人権パネルの展示
テーマ：さまざまな人権問題に
ついて考える
展示パネル：『おもいのはしわたし』19点
人権ポスターパネル『児童生徒人権ポス
ター』20点

市民生活部
人権市民協働課

☎0599-44-0227
（人権市民協働課）

申し込み不要
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主催者（共催者） 日時 会場及び住所 イベント名称 イベント内容 担当課等 問い合わせ先 申し込み方法

志摩市教育委員会
令和3年12月2日（木）、
3日（金）
各日とも13：30～15：30

阿児アリーナ・ベイホール
（志摩市阿児町神明1074-14）

しまふれあい
人権フォーラム

小・中学生人権作文発表及び意見交流会
志摩市教育委員会
事務局学校教育課

☎0599-44-0336
（学校教育課）

申し込み不要

志摩市
令和3年12月1日（水）～
12月10日（金）

志摩市迫間文化会館
（志摩市磯部町迫間526-1）

人権パネル展
「インターネットと人権」パネル16点の展示
（三重県人権センター所蔵品借用）

市民生活部
人権市民協働課
迫間文化会館

☎0599-55-0254
（迫間文化会館）

申し込み不要

志摩市
令和3年12月3日（金）
19：00～20：30

志摩市迫間文化会館
（志摩市磯部町迫間526-1）

人権・同和問題
講座

演題「土地差別の問題について」
講師：原田朋記さん
（公益財団法人反差別・人権研究所みえ
調査・研究員）

市民生活部
人権市民協働課
迫間文化会館

☎0599-55-0254
（迫間文化会館）

迫間文化会館へ申し込み。

南伊勢町
令和3年12月10日（金）
13：00～16：00

・南伊勢町町民文化会館
（南伊勢町五ケ所浦3917）
・南伊勢町役場　南東庁舎
（南伊勢町神前浦15）

人権相談 町内人権擁護委員による特設人権相談 環境生活課 0599-66-1154 申し込み不要

大紀町
令和3年12月2日（木）
10：00～12：00

コンベンションホール
七保支所

人権相談
人権擁護委員・行政相談委員による相談
所の開設

住民課 ☎0598-86-2217 申し込み不要

大紀町
令和3年12月2日（木）
13：30～15：00

紀勢老人福祉ホール
大内山いきいきプラザ

人権相談
人権擁護委員・行政相談委員による相談
所の開設

住民課 ☎0598-86-2217 申し込み不要

伊
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主催者（共催者） 日時 会場及び住所 イベント名称 イベント内容 担当課等 問い合わせ先 申し込み方法

伊賀地域防災総合事務所
令和3年12月4日(土）～
12月10日（金）
8：30～17：15

三重県伊賀庁舎
2階県民ホール

人権パネル展
県民ホール西側に人権フォト入選作品を
展示。

総務生活課 ☎0595-24-8000
伊賀庁舎が空いている時間帯は
誰でも閲覧可

名張市
令和3年11月12日（金）～
11月22日（月）
8：30～17：15

名張市役所
1階証明コーナー前
（名張市鴻之台1番町1番地）

「女性に対する暴
力をなくす運動」
パネル展示

毎年11月12日から25日までの「女性に対
する暴力をなくす運動」期間に伴いパネル
を展示する。

名張市人権・男女
共同参画推進室

☎0595-63-7559 申し込み不要

名張市

令和3年11月24日（水）～
12月7日（火）
9：00～17：00
※月曜日は休館

名張市旧細川邸やなせ宿
中蔵
（名張市新町136番地）

「女性に対する暴
力をなくす運動」
パネル展示

毎年11月12日から25日までの「女性に対
する暴力をなくす運動」期間に伴いパネル
を展示する。

名張市人権・男女
共同参画推進室

☎0595-63-7559 申し込み不要

名張市
名張市教育委員会

令和3年12月5日（日）
午後

名張市防災センター
2階　防災研修室
（名張市鴻之台1番町2番地）

2021年度人権
作品表彰式

市民から募集した作文・ポスター・標語・
メッセージなどの人権作品のうち審査会
にて選定された作品の表彰式を行う。

名張市人権・男女
共同参画推進室

☎0595-63-7909 関係者のみで実施。

名張市
名張市教育委員会

令和3年12月1日（水）～
12月10日（金）
8：30～17：15

名張市役所
1階大会議室前ロビー
（名張市鴻之台1番町1番地）

2021年度人権作
品展

市民から募集したポスター・標語・メッセー
ジなどの人権作品を展示。

名張市人権・男女
共同参画推進室

☎0595-63-7909 申し込み不要

伊
賀
地
方



主催者（共催者） 日時 会場及び住所 イベント名称 イベント内容 担当課等 問い合わせ先 申し込み方法

紀北地域活性化局
令和3年11月18日(木）
13：30～15：00

三重県尾鷲庁舎5階大会議室
（尾鷲市坂場西町1-1）

令和3年度紀北地
域人権大学講座

テーマ：障がい者の人権
講師：公益財団法人反差別人権研究所み
え　研究員　中森洋子さん

紀北地域活性化局
地域活性化防災室

☎0597-23-3400 郵送またはFAX,メール

紀北地域活性化局
令和3年12月9日（木）
13：30～15：00

三重県尾鷲庁舎5階大会議室
（尾鷲市坂場西町1-1）

令和3年度紀北
地域人権大学講
座

テーマ：性の多様性
講師：公益財団法人反差別・人権研究所
みえ　事務局次長　本江優子さん

紀北地域活性化局
地域活性化防災室

☎0597-23-3400 郵送またはFAX,メール

紀南地域活性化局
令和3年11月22日（月）
13：30～15：30

三重県熊野庁舎5階大会議室
（熊野市井戸町371）

紀南地域ミニ人権
大学講座

「ヘイトスピーチ解消法」について
講師：公益財団法人反差別・人権研究所
みえ　　原田朋記さん

県民防災課 ☎0597-89-6105 申し込みを締め切りました。

紀南地域活性化局
令和3年12月10日（金）
13：30～15：30

三重県熊野庁舎5階大会議室
（熊野市井戸町371）

紀南地域ミニ人権
大学講座

「障がい者の人権」について
講師：公益財団法人反差別・人権研究所
みえ　事務局次長　本江優子さん

県民防災課 ☎0597-89-6105 申し込みを締め切りました。

熊野人権擁護委員協議会北牟
婁部会

令和3年12月8日(水）
10：00～11：00

紀伊長島幼稚園 人権啓発教室
紙芝居を通して自分以外の人たちの大切
さを呼びかける。

住民課 ☎0597-46-3117 紀伊長島幼稚園の園児対象

熊野人権擁護委員協議会北牟
婁部会

令和3年12月8日（水）
10：00～11：30

紀北町社会福祉会館
（北牟婁郡紀北町東長島
209番地9）

人権相談 人権相談会を実施する。 住民課 ☎0597-46-3117
広報紙、ZTVでの広報を行い、
電話での申し込み

東
紀
州
地
方


