問

12月19日㈯

詳しくは
こちら▶

保護者同伴）

●午前10時～11時30分

 講師：工藤麻祐子 「1／8秒を描こう！コロナに負けるな
ドローイングアニメーション」

●午後１時～２時30分
か

な

 講師：Kana

「ねぇねぇ

パペット」

●午後３時～４時30分

 講師：沖美紀

「ワイヤーアートの干支（うし）飾り」

問
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文化振興課 ☎537-5663

12月12日㈯

⃝日時：

午前10時～
（２時間程度）

⃝場所：高崎山自然動物園

問

公園緑地課 ☎537-5975

ら

せ

元大阪人権博物館学芸員。
被差別民の文
化・芸能を研究。著書
「戦後部落問題の諸
相」
等多数あり。

ら

視聴覚ホール

ら

せ

ら

【来世楽（京極あつこさん、京極ゆかさん）
プロフィール】
大阪生まれ、
2001年にユニット
結成。古典から童謡まで演奏。海
外でも活躍。

「あきらめない心」

演題
講師

ちゃんへん．さん

佐賀関公民館
●日

集会室

時：11月29日㈰ 午後２時～３時30分
（午後０時30分開場）
●定 員：90人
（当日先着順）
●その他：午後１時から佐賀関地区で募集した
人権標語などの表彰式を行います。

【プロフィール】

京都のウトロ地区出身の在日３世。小学生の
頃に壮絶ないじめや差別を受けるが、中学２
年の時にジャグリングと出会い、生きる目標
となり、翌年にはアメリカのパフォーマンス
コンテストで優勝する。高校卒業後は海外で
本格的にプロパフォーマーとして活躍し、現在は関西を拠点に世界で
活躍する国際派エンターテイナーとして活動を行っている。

問

社会教育課 ☎537-5722

［人権講演会］
一人芝居

ワークショップ
（無料）対象：小学生（未就学児の場合は、

ニホンザルが暮らす森の
様子、植生、ねぐらなど、サ
ルによって変化する森の
様子を観察し、おサルと森
の関係を学ぶことで、自然
の大切さと自然を守り育
てる意識を高めることを
目的としたおサルの森の
観察会を開催します。定員
は20人、多数時は抽選です。参加料は無料です。申込みは、
はがきまたはファクス、E メールで、イベント名、参加者
全員の氏名・年齢、代表者の住所・電話番号を11月27日㈮
〈必着〉までに公園緑地課（〒870-8504 荷揚町2-31
538-1249
koenryoku@city.oita.oita.jp）へ。

【太田 恭治さんプロフィール】

太田 恭治さん
津軽三味線ユニット
「来世楽」
（京極 あつこさん、京極 ゆかさん）

時：11月28日㈯ 午後１時40分～３時10分

（午後１時開場）
●定 員：120人
（要事前申込・先着順）
●その他：申 込みについては、
11月17日㈫午前９時から、電
話で大分西部公民館（☎543-4938）へ。

林業水産課 ☎585-6013

ニホンザルが暮らす森の様子を観察し
自然の大切さを学ぼう

イベント

講師

●日

講演＆パフォーマンス

河原内くすのきホール
（大字河原内）
で、アーティストによる
ワークショップを開催します。定員は各20人です。事前申込
みが必要で多数時は抽選です。申込期間は11月16日㈪～12
月７日㈪です。開始時間、申込方法など詳しくは、市ホーム
ページをご覧になるか、
文化振興課へ。
⃝月日：

問

「皮の文化の担い手たち」

演題

県立図書館

※集合は上野丘子どものもり公園 象の広場

高崎山おサルの森の観察会

アートを体験して
冬の思い出をつくりませんか

募 集

静岡県出身。小学６年生の時にハンセン病を発症。
1952年、隔離政策により神山復生
病院に収容。
15年間の隔離後、
32歳で社会復帰。
1996年、らい予防法廃止を経て、違
憲国家賠償訴訟原告となり勝訴。
現在、
ハンセン病回復者として講演活動を行う。

⃝場所：上野丘子どものもり公園（大字上野）

平和市民公園能楽堂 ☎551-5511

第３回開校！河原内こどもアート学校

【プロフィール】

４日
10日
～

正基（能楽師）
、小泉凡（小泉八雲記念館館長）
※前売券は３年２月13日㈯まで平和市民公園能楽堂、ト
キハプレイガイド、ローソンなどで販売中。

②午前９時30分～11時30分

●定

「人権週間」

①午前９時～11時
③午前10時～正午

⃝出演者：佐野史郎（俳優）
、山本 恭司（ギタリスト）
、馬野

時：11月27日㈮ 午後２時～３時30分
（午後１時30分開場）
員：70人（当日先着順）



市 で は 大 分 市 人 権 教 育・啓 発 基 本 計 画 に 基 づ き、部 落 差 別 を

12月20日㈰ 〈小雨決行〉

⃝日時：

大会議室

はじめあらゆる差別の解消に向けて、さまざまな活動を行って

⃝場所：平和市民公園能楽堂（牧緑町）

石山 春平さん

旭町文化センター
●日

～ハンセン病を生きて～」

います。

午後１時30分～（午後１時開場）

「けっしてあきらめない

演題
講師

トーク＆ライブ

２月14日㈰

⃝開催日時：３年

今回はクリスマス特
別版ということで、森
林セラピーガイドの
案内による森林浴を
楽しんだ後に、木の枝
などを使ってクリスマ
ス用オーナメントを制
作します。定員は各10人で多数時は抽選。参加料は各1,200
円（ガイド料など）です。申込みは、はがきまたは市ホーム
ページの専用フォームに、イベント名、参加者全員の氏名・
年齢・性別、代表者の住所・電話番号、希望する時間帯の番
号を記入し、
12月７日㈪午後５時〈必着〉までに林業水産課
（〒870-8504 荷揚町2-31）
へ。

［地区会場］

今 回 は「 人 権 週 間 」の 取 り 組 み の 一 環 と し て「 お お い た 人 権

九州を舞台とした小泉八
雲の作品、怪談の話、おと
ぎ話などを、俳優佐野史郎
の朗読と、ロックギタリス
ト 山本恭司の演奏という
佐野史郎氏
山本恭司氏
斬新な組み合わせで表現
します。能楽師が謡う演出もあり、能舞台の「幽玄の世界」
を存分に楽しめる公演です。全席指定で、一般・小学生は
5,000円（当日6,000円）、中学生以上の学生（入場時に学
生証の提示必要）は500円です。小学生は保護者同伴で、未
就学児は入場不可です。

市中心部から気軽にアクセスできる
上野の森でこころと身体をリフレッシュ

イベント

講演

小泉八雲朗読のしらべ「八雲彷徨
―豊かなる土地に誘われしものたち―」

イベント

全会場
手話通訳
有り

皆さんもこの機会に、人権について考えてみませんか。

森林セラピークリスマスツアーin上野の森

無料

フェスティバル２０２０」を開催します。

能楽堂開館30周年事業

おおいた
人権フェスティバル2020

12月

「人の値打ち ～たまちゃんとはるちゃん～」

演題
講師

きむきがん さん

大分南部公民館
●日

集会室

時：12月６日㈰
午前10時～11時30分（午前９時開場）
●定 員：200人
（当日先着順）
●その他：参加は中学生以上でお願いします。

午前９時30分から大分南部地区で募集した人
権標語の表彰式を行います。

無
 料託児あり。
（託児希望者は要事前連絡）


【プロフィール】

在日コリアン３世・劇団石 ( トル ) 主
宰。一人芝居・演劇ワークショップな
ど、全国各地で活動。パワフルな笑
いの中に、常に社会的弱者に目を向けた作品を上演してい
る。代表作にすべての生き物の尊厳を描いた「カンアジト
ン（こいぬのうんち）」、在日コリアンの100年の歴史を描い
た「在日バイタルチェック」、部落差別の歴史と現状を描い
た「人の値打ち～たまちゃんとはるちゃん～」などがある。

問

人権・同和対策課 ☎537-5618
市報おおいた R２.11.15
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