
令和２年度（2020年度）の人権及び平和に関する事業内容について 

 

開催月 区分 事業名 内容 予定会場 

４月 平和 
【中止】 

妙見山煙突見学会 

（４月４日予定） 

戦争遺跡 妙見山煙突見学会 

妙見山 

配水池内 

５月 平和 
【中止】 

憲法のつどい 

（５月 30日予定） 

憲法のつどい 

・日本国憲法前文朗読（枚方第二小学校児童） 

・わくわく絵本ライブ（室井滋氏、長谷川義史氏） 

メセナひらか

た会館 

５月 人権 ― 

（５月８日・15 日・22日・29日 19 時から 21 時） 

コロナと闘う医療従事者へ感謝と応援の気持ちを表

す取り組みとして平和の鐘カリヨン(ヒラリヨン)を

ブルーライトアップ 

ニッペパーク

岡東中央 

６月 人権 

【中止】 

就職差別撤廃月間

街頭啓発 

（６月４日予定） 

街頭啓発 

枚方事業所人権推進連絡会との連携事業 

枚方市駅前 

８月 平和 夏季平和事業 

（７月 31日～８月 18 日） 

平和と学びポスター展 

市役所 

別館１階 

（８月 1 日～13 日） 

平和資料室特別展「スズキコージドームがたり 

原画展」            来場者数 667 人 

中央図書館 

平和資料室 

９月 人権 ― 

（９月 30日～） 

市長メッセージ動画（市公式 YouTube等で配信） 

・コロナ禍でも思いやりの心を大切に 

― 

10 月 
人権 

平和 
― 

（10月 24日） 

10 月１日の法の日に合わせて、平和・人権について

の映像やパネルを展示（広聴相談課との連携事業） 

・「ひらかたの戦争遺跡」動画を制作 

・LGBTパネル展示や戦争遺跡ガイド(マップ)展示 

枚方市駅 

10 月 

人権 講座「生きること」 

第１回（10月 15日） 

「娘が不治の難病と診断されました～「レット症 

候群」をご存じですか」  

認定 NPO 法人レット症候群支援機構 

 代表理事 谷岡哲次氏     参加者数 51 人 

 

第２回（10月 29日） 

「米軍人の父とウチナーンチュの母の子として生 

まれて～人との出会いの中で沖縄と向き合える 

ように」 東大阪市在住 大矢和枝氏 

参加者数 46人 ラポール 

ひらかた 

大研修室 

11 月 

第３回（11月５日） 

「在日３世としてウトロに関わって～そこから見 

えた人権と日本社会」 

 南山城同胞生活相談センター 

代表 金秀煥(キムスファン)氏 参加者数 49人 

 

第４回（11月 17日） 

「人は人によって救われる～25年間の震災ボラン 

ティア活動から」 

 NPO 法人阪神淡路大震災よろず相談室  

前理事長 牧秀一氏      参加者数 54人 

資料 ③ 



開催月 区分 事業名 内容 予定会場 

11 月 

人権 人権文化セミナー 

（11月７日）《枚方人権まちづくり協会委託事業》 

映画「作兵衛さんと日本を掘る」 

参加者数 91人 

メセナひらか

た会館 

平和 

妙見山煙突見学会 

（11月 14日） 

戦争遺跡 妙見山煙突見学会 

参加者数 129人 

妙見山 

配水池内 

バスで巡る 

市内の戦争遺跡 

（11月 21日） 

市内の戦争遺跡ウォーキングツアー 

※バスツアーからウォーキングに変更して実施 

参加者数 16人 

市内に残る 

戦争遺跡 

（10ヵ所） 

12 月 人権 

人権週間事業 

（12月４日） 

人権悩みごと相談 

（人権擁護委員による相談）     相談 ０件 

サンプラザ 

生涯学習市民

センター 

【中止】（12 月４日予定） 

街頭啓発 

（枚方人権まちづくり協会、枚方地区人権擁護委員

会、枚方事業所人権推進連絡会との連携事業） 

枚方市駅 

樟葉駅 

JR長尾駅 

【中止】（12月 11日予定） 

《枚方人権まちづくり協会委託事業》 

講演会 「広がれ平和と緑の大地」 

ペシャワール会会長・PMS総院長 村上優氏 

メセナひらか

た会館 

北朝鮮人権侵害 

問題啓発週間事業 

【中止】（12月 11日予定） 

《枚方人権まちづくり協会委託事業》 

拉致問題を考えるパネル展 

※上記講演会と同時開催 

メセナひらか

た会館 

１月 人権 ― 

（1月 28 日～） 

市長メッセージ動画（市公式 YouTube等で配信） 

・コロナ禍で働く方々へ敬意と感謝の気持ちを 

― 

２月 

平和 
枚方市平和の日 

記念事業 

（２月 24日～３月 12 日） 

禁野火薬庫の爆発ミニパネル展  
市役所 

別館１階 

【中止】（２月 26日～３月 10 日予定） 

平和の日記念事業企画展 

「杉原千畝とユダヤ人の逃亡した足跡―寿福滋 

写真展」 

サンプラザ 

生涯学習市民

センター・市

民ギャラリー 

３月 

（３月１日）（２日、６日に再放送） 

エフエムひらかた特別番組 

「平和っていいな」出演者 久保三也子氏 

― 

【中止】（３月 1日予定） 

ひらかた平和フォーラム 

・小中学生による平和学習の紹介 

山之上小学校、招提小学校、第四中学校 

・講演会「いじめを認める強さを身に着けよう」 

講師 山崎聡一郎氏（『こども六法』著者） 

メセナひらか

た会館 



開催月 区分 事業名 内容 予定会場 

３月 平和 
枚方市平和の日 

記念事業 

（３月１日から市公式 YouTube等で順次配信） 

次世代に伝えたい「枚方の戦争体験談」 

～禁野火薬庫・枚方製造所～ 

・枚方における戦争体験談動画 

（１人１編約 13分、計４編） 

・出演者 山本勇治氏、永野光明氏 

森田隆子氏、久保三也子氏 

― 

（３月６日） 

枚方市平和の燈火(あかり)  

来場者数約 1,000人 

 

※プレ事業として、平和をテーマとした動画６編を

市公式 YouTube 等で配信。（２月 16日から順次配信） 

①「平和の燈火(あかり)」10 周年記録写真 

② 平和の燈火(あかり)実行委員からのメッセージ 

③ 『 昔…枚方でなにがあった！？ 』 

 ～戦争のこと～ 

④ 超人クラワンガー ～平和への祈り～ 

⑤ Youth Theatre Japan（YTJ） 

⑥ サインダンスグループ Three Pieces 

 

※当日の様子を市公式 YouTube等で配信 

            (３月 19 日から配信) 

※枚方市テーマソング「この街が好き」の手話によ

る大合唱動画を制作し、市公式 YouTube等で配信 

            (３月 19 日から配信) 

ニッペパーク

岡東中央 

【中止】（３月７日予定） 

平和ライブラリーコンサート 春 

中央図書館 

美杉会グルー

プエントラン

スホール 

（３月 15日～24日） 

第四中学校平和レポートパネル展 

※ひらかた平和フォーラムで掲示等を予定して 

いた「平和レポート」を展示 

市役所 

別館１階 

３月 人権 
北朝鮮人権侵害 

問題啓発週間事業 

(３月 24 日) 

《枚方人権まちづくり協会委託事業》 

拉致問題を考えるパネル展 

※12月 11日に予定していた「拉致問題を考えるパ

ネル展」を、枚方人権まちづくり協会自主事業 

映画 アニメ「リメンバー・ミー」の開催に合わ

せて展示。 

メセナひらか

た会館 

 


