ひょうご・

「オープニング・人権講演会」の

入場
無料

同時配信

URL https://youtu.be/2etEZuHKSQU

二次元コード
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ところ

と

ヒューマンフェスティバル 2021
土

西脇市市民交流施設
「オリナス」

10:15〜15:30

ひろげよう

人権講演会

in

にしわき

こころのネットワーク

オープニング

人権ユニバーサル事業

AOIさんのミニライブ

ボッチャ、車いすバスケットボール、
卓球バレー、絵を描いてみよう等の体験
パラリンピック写真展、
パラスポーツ用具の展示など

西脇市出身の
シンガーソングライター

時間・場所

10:25 〜 オリナスホール

身体障害者や知的障害者等への
理解を深める擬似体験

ピリッとウリッと!正義のハーモニー

わたしたちも 人権文化をすすめる県民運動 を応援しています！
演題

俳優・タレント

副島

淳

違いは武器に

時間
場所

11:05 〜

手話通訳、要約筆記
磁気ループあり

オリナスホール（580席）

YouTubeによる同時配信を行います

主催
兵庫県
マスコット

はばタン

西脇市
キャラクター

にっしー

INAC神戸
レオネッサグッズ・
阪神タイガースグッズ
が当たる

13:40 〜

抽選会開催！

兵庫県 兵庫県教育委員会 西脇市 西脇市教育委員会 神戸地方法務局
(公財)兵庫県人権啓発協会 ひょうご人権ネットワーク会議
兵庫県人権啓発活動ネットワーク協議会 東はりま人権啓発活動地域ネットワーク協議会
兵庫県人権擁護委員連合会 北播人権擁護委員協議会 （公財）兵庫県障害者スポーツ協会

オリナスホール
(300席)

14:15 〜 会場で写真撮影会を行います
★カメラはお持ちください

人権文化をすすめる県民運動
推進強調月間

8月1日 8月31日

新型コロナウィルス感染症の拡大状況によっては、本イベントは内容の変更や中止となる場合があります。これらの場合の詳細は、(公財)兵庫県人権啓発協会HPをご覧ください。

ひょうご・
ヒューマンフェスティバル2021 in にしわき
オリナスホール （手話通訳、要約筆記、磁気ループあり）
午前の部

10:25 〜 12:45

淳 俳優・タレント

伊東

浩司

浩司

それいけ！アンパンマン ショー写真撮影会

はぐくむスタジオ（手話通訳、要約筆記、磁気ループあり）2階

● それいけ！アンパンマン ショー終了後お子様を対象に写真撮影会を実施します。
● お手持ちのカメラをご持参ください。

子ども多文化共生イベント

「オープニング・人権講演会」、
「それいけ！アンパンマン ショー」入場
ご希望の方はインターネット、又は、往復はがきでお申込みください。

発表者 外国人生徒、子ども多文化共生サポーター、地域の支援者等

子ども多文化共生センター展

（７月２５日（日）必着）

ミーティングルーム221

ぬりえコーナー

11:15〜15:30

どのようなことでもご相談ください。人KEN

まもる君

みんなで築こう
人権の世紀
みんなの人権110番
（全国共通人権相談ダイヤル）

0570-003-110
平日
午前8時30分から
午後5時15分まで

上記イベント内容・時間は、都合により変更になる
場合があります。ご了承ください。

会場
案内

人権イメージ
キャラクター

人権啓発パネル・資料等展示

外国人児童生徒等にかかわる教育相談

2階
11:15〜15:30

お気軽にご相談ください。
【要予約】0797(35)4537 子ども多文化共生センター

西脇市市民交流施設「オリナス」
〒677-8511 西脇市下戸田128−1

西脇市
キャラクター

にっしー

【電 車】JR加古川線「新西脇駅」より徒歩15分
交通 【高速バス】中国ハイウェイバス・大阪〜津山線
アクセス (運行会社：西日本ジェイアールバス、神姫バス)「西脇営業所」下車すぐ
【自動車】中国自動車道「滝野社IC」より車で10分 駐車場無料

お問い合わせ先
公益財団法人兵庫県人権啓発協会

神戸市中央区山本通４丁目22-15

1階

展示・販売コーナー

ミーティングルーム222
人KEN
あゆみちゃん

県立のじぎく会館内

2階

ボッチャ、車いすバスケットボール、卓球バレーの体験
パラリンピック写真展、パラスポーツ用具の展示など

オリナスホールホワイエ

2階

はばタン

人権ユニバーサル事業 （公財）兵庫県障害者スポーツ協会

●応募いただいた個人情報は本イベントの参加制限以外の目的には使用いたしません。
●個人情報保護法に基づき、収集した情報は「ひょうご・ヒューマンフェスティバル2021 inにしわき」事務局が厳重に管理いたします。

知的・発達障害擬似体験（絵を描いてみよう等）

兵庫県マスコット

ひらめくスタジオ

〒650-0003 神戸市中央区山本通4-22-15 県立のじぎく会館内
（公財）兵庫県人権啓発協会「ひょうご・ヒューマンフェスティバル参加希望」

ぴーす＆ピース

11:15 〜 15:30

民族衣装、教科書・資料、楽器などの展示

二次元
コード

参加希望プログラム（「人権講演会」、
「それいけ！アンパンマン ショー」のどちらか）
氏名、住所、電話番号（連絡先）、入場人数（4名まで）、
「ひょうご・ヒューマン
フェスティバル参加希望」を明記の上、下記までご送付ください。

1階

13:50 〜 15:30

テーマ「外国人児童生徒の自己実現の支援
〜多文化共生社会の実現に向けた取組〜」

インターネットでのお申込みフォームはこちらから
URL https://www13.webcas.net/form/pub/festival/form

13:15 〜 13:45

子ども多文化共生教育フォーラム

「オ ー プ ニ ン グ・人 権 講 演 会」、
「そ れ い け！ア ン パ ン マ ン
ショー」の両方に入場をご希望される場合は、それぞれにお
申込みが必要です。
（７月２５日（日）締切）

人権なんでも相談

13:30 〜 15:30

主人公の岸本麻帆はあることをきっかけ
に「ひきこもり」は誰にでも起こり得るこ
とだと気づきます。一方、20年以上ひき
こもり状態にある谷口誠一とその両親は
問題が長期化する中で、解決の糸口すら
見いだせないまま苦悩しています。そし
て、麻帆は谷口家の抱える問題に寄り添
い、解決策を求め行動を起こします。

入場は無料です。事前申込が必要です。
定員300名 応募者多数の場合は抽選といたします。

あつまるスタジオ

(C)2019「おいしい家族」製作委員会

「カンパニュラの夢」

淳

「ピリッとウリッと!正義のハーモニー」

人権ユニバーサル事業

11:30 〜 12:15

人権啓発DVD上映
副島

13:40 〜 14:40

往復はがきでのお申込み

１階

銀座で働く橙花は、夫と別居中。仕事もう
ま く い か ず 都 会 で の 生 活 に 疲 れ 気 味。
ちょうど母の三回忌を迎え、船にゆられ
て故郷の離島へ帰ってきた。すると、実家
では父が、亡き妻の服を着ておいしいご
はんを作ってまっていた！

演題「違いは武器に」

入場は無料です。事前申込が必要です。定員580名
応募者多数の場合は抽選といたします。

午後の部

西脇市市民交流施設「オリナス」

「おいしい家族」

人権講演会
副島

土

イベント一覧＆スケジュール

映画コーナー

ミニライブ AOI（西脇市出身のシンガーソングライター）
ひょうご人権大使 伊東
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つながるスタジオ

オープニング
開会行事
開会宣言

と き

兵庫県人権啓発協会

TEL 078-242-5355 FAX 078-242-5360 メールアドレス info@hyogo-jinken.or.jp

完走者には

スタンプ
ラリー
開催

キャラクター
落書帳
プレゼント‼
※先着200名

（小学生以下の子どもに限ります）

