
人権文
化をすすめよう

絵：永田 萠

再生紙を使用しています

Ⓒ阪神タイガースⒸINOUE TOMOHIRO

「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！」「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！」

ひょうご
ヒューマンフェスティバル2017
ひょうご
ヒューマンフェスティバル2017

と　き８/２６土 10：15～15：30
ところ いたみホール（伊丹市立文化会館）

●●●●●　●●●●●●●●●●ひ ろ げ よ う 　 こ こ ろ の ネ ッ ト ワ ー ク

タレント/ミュージシャン/墨遊家（ぼくゆうか）

原田　伸郎（はらだ のぶろう）

「ありのままに生きたありは
　　　　 ありのままだった」

１回目 １１：４０～ 6F 中ホール（140席）
２回目 １４：3０～ 1F 大ホール（600席）

●カメラはお持ちください。
●１０：１５～大ホール ホワイエにて入場整理券配布
※整理券は１人１枚配布します。

12:10～、15:00～ 各会場で写真撮影会を行います

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

観覧無料人権ユニバーサル事業
●和太鼓演奏
　（大手前大学　和太鼓部）

●ジャズ演奏
　（伊丹市立伊丹高等学校　吹奏楽部）
　　　　　　　　　　　　　 ※順不同

●障害者スポーツ等体験
ボッチャ・スポーツ吹き矢
知的障害疑似体験

●映画上映（テーマ：性自認等）
●子ども多文化共生体験等

ふれあいステージ

１１：１０～

「男女共同参画川柳」
表彰式及び入賞者
インタビュー

伊丹市男女共同参画
推進市民フォーラム

人権講演会＆ミニライブ
伊丹市男女共同参画推進市民フォーラム

時間

ＩＮＡＣ神戸グッズ
阪神タイガースグッズ
が当たる

大抽選会開催！

１１：4０～時間

参加人数が席数を超える場合は、入場を制限する場合が
あります。時間・場所

人権文化をすすめる県民運動
推進強調月間　8月1日　31日

観覧者・体験者にはプレゼント！（先着順）

○手話通訳
○要約筆記
○磁気ルーフあ゚り

入場無料

in いたみ

「キリリッと参上！かつぶしまん」

伊丹市マスコット たみまる

兵庫県　兵庫県教育委員会　伊丹市　伊丹市教育委員会　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　人権啓発活動北阪神篠山丹波地域ネットワーク協議会
兵庫県人権擁護委員連合会　伊丹人権擁護委員協議会

主催

問い合わせ先　（公財）兵庫県人権啓発協会　TEL 078-242-5355



ひょうご
ヒューマンフェスティバル2017

イベント一覧＆スケジュールin いたみ
と　き８/２６土

※ショー終了後（１5：0０～）写真撮影会を行います。
　（詳しくは下記をご覧ください。） Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

「キリリッと参上！かつぶしまん」

観覧無料時間 14：30～

みんなの人権１１０番（全国共通人権相談ダイヤル）
☎０５７０-００３-１１０

みんなで築こう
人権の世紀

１　階

１０：１５
～１０：３０

＜開場 10：15＞

１０：３０
～１１：１０

１１：１０
～１１：３０

１１：４０
～１３：１０

１３：３０
～１４：１０

１４：３０
～１５：３０

大ホール（手話通訳、要約筆記、磁気ループあり）

ウェルカム演奏　（伊丹市吹奏楽団）

伊丹市男女共同参画川柳表彰式及び入賞者インタビュー
（伊丹市男女共同参画推進市民フォーラム）

☆ＩＮＡＣ神戸グッズ・阪神タイガースグッズ
が当たる大抽選会開催！

来場者全員に、オリジナルエコバッグ プレゼント！

定員６名
１歳半～就学前
８月１６日（水）までに
要予約

<保育の申込・問合せ>
下記まで、電話・FAXまたは直接お申し込みください。
伊丹市　同和・人権推進課 
住所　伊丹市千僧１－１（３－１１窓口）
TEL（072）784-8146/FAX（072）780-3519

オープニング
演　　奏（伊丹市吹奏楽団）
開会行事
開会宣言　ひょうご人権大使　伊東浩司
チャンゴ演奏（伊丹チャンゴ）

３　階

１１：４０
～１５：３０

大会議室
１　階 大ホール　ホワイエ・エントランスロビー 映画コーナー（各30分程度）

「カラフル」～多様性を認めるカラフルな社会へ～
家族の会話を通じて、家庭の中にある人権課題を取り上げ
ています。性自認に関する少数派の人々を含め、“人権”の
問題は、“人間”の問題です。さまざまな課題について関心
と理解を深めましょう。

「風の匂い」「ここから歩き始める」「あなたに伝えたいこと」
ヒューマンシネマ（字幕及び副音声）

４　階

１１：４０
～１５：３０

大和室（ロビー／体験コーナー）

子ども多文化共生センター展
民族衣装、教科書・資料、楽器などの展示

５　階

１１：４０
～１５：３０

会議室１
人権なんでも相談
どのようなことでも
ご相談ください。

５　階

１１：４０
～１５：３０

１１：４０
～１５：３０

会議室２
外国人児童生徒等にかかわる教育相談
お気軽にご相談ください。
【要予約】子ども多文化共生センター 0797（35）4537

ふれあいステージ
和太鼓演奏（大手前大学　和太鼓部）
ジャズ演奏（伊丹市立伊丹高等学校　吹奏楽部）
※出演順については、変更する場合があります。

人権講演会＆ミニライブ
（伊丹市男女共同参画推進市民フォーラム）
タレント・ミュージシャン・墨遊家（ぼくゆうか）
原田　伸郎（はらだのぶろう）
「ありのままに生きたありは
　　　　　　ありのままだった」

B1階 多目的ホール

☆体験スタンプラリー開催
体験者には“素敵な景品”プレゼント!!
※景品がなくなり次第終了となります。

きらっと☆オンリーワンの「安納芋のパイ」プレゼント！
（ふれあいステージ観覧者：先着200名様）
配布場所：大ホール内　配布時間：１３：２０～

スタンプラリー開催 “子どもが大好きなキャラクターシール”を
プレゼント!!（完走者：先着200名様）

それいけ！アンパンマン ショー詳細情報

整理券配布

●席数は、中ホール（140席）、大ホール（600席）となっております。
　参加人数が席数を超える場合は、入場制限する場合があります。
●ショー終了後、各会場で写真撮影会を行います。カメラはお持ちください。

上記イベント内容・時間は、都合により変更になる場合がございます。ご了承ください。

人権ユニバーサル事業
●ボッチャ体験　●スポーツ吹き矢体験
●知的障害疑似体験
※身体障害や知的障害への理解を深める疑似体験です。

●人権啓発パネル・資料等展示
●「伊丹市男女共同参画川柳」入賞作品展示
※エントランスロビーには、今話題の最新技術、
　360度動画「ＶＲ」を使った伊丹市の紹介コーナーもあります。

６　階

１１：４０
～１２：４０

中ホール（ロビー／ぬりえコーナー）

子ども多文化共生教育フォーラム
テーマ「外国人児童生徒の自己実現をめざすために～地域一体となった取組～」
発表者　外国人生徒、保護者、地域の支援者等

１３：１５
～１３：５０

１３：５０
～１５：３０

子ども多文化共生イベント

人ＫＥＮまもる君 人ＫＥＮあゆみちゃん

人権イメージキャラクター

兵庫県マスコット
はばタン

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　県立のじぎく会館内
TEL078-242-5355　FAX078-242-5360
メールアドレス　info@hyogo-jinken.or.jp

お問い合わせ先

一時保育【無料】

兵庫県人権啓発協会 検索

会場のご案内 いたみホール（伊丹市立文化会館）
〒664-0895　伊丹市宮ノ前１－１－３

交通アクセス
●阪急「伊丹駅」から北へ徒歩３分　●ＪＲ「伊丹駅」から西へ徒歩８分
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商工プラザ

みやのまえ文化の郷
・市立美術館
・柿衛文庫
・工芸センター
・郷町館

伊丹アイフォニックホール
（伊丹市立音楽ホール）

至尼崎

伊丹
シティ
ホテル

三軒寺
前広場

長寿蔵
阪急
伊丹駅

伊丹小文○

いたみホール
（伊丹市立文化会館）

平日　午前８時３０分から
　　　午後５時１５分まで

洋菓子・野菜・弁当等
販売コーナー

■時間／10:15～（先着順）
■場所／大ホール　ホワイエ内

※ショー終了後（１2：1０～）写真撮影会を行います。
　（詳しくは下記をご覧ください。） Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

「キリリッと参上！かつぶしまん」

観覧無料時間 11：40～

体験者には“素敵な景品”プレゼント!!  ※景品がなくなり次第終了となります。


