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● ●
● ●はじめに

　福岡市男女共同参画推進センター・アミカスでは、男女共同参画の推進に取り組む

市民グループの活動を応援するため、「アミカス市民グループ活動支援事業」を行っ

ています。

　この事業は多くの市民グループの皆様にご参加いただき、平成26年度で10年目を

迎えました。これからも、市民グループの皆様と一緒に、男女共同参画を推進するた

めの活動を行っていきたいと思います。

　さて、今年度の市民グループ活動支援事業では、30の市民グループの皆様に、様々

な企画を実施いただきました。

　本報告書は、平成26年度市民グループ活動支援事業の実施状況をまとめたもので

す。各グループの活動の成果をこの報告書でご覧いただき、より多くの皆様方の今後

の活動にお役に立てていただければ幸いです。

　アミカスでは、今後とも、多くの市民グループの皆様に市民グループ活動支援事業

にご参加いただけるよう、事業を充実させてまいりたいと考えております。

　最後になりましたが、市民グループの皆様、また、当事業にご協力いただきました

関係者の皆様に感謝を申し上げますとともに、この報告書が男女共同参画社会実現

のための一助となることを祈念します。

福岡市男女共同参画推進センター・アミカス

館　長 田島　正章
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平成26年度
「アミカス市民グループ活動支援事業」について

1 目　的

2 支援事業の区分

3 支援内容

　男女共同参画社会の実現のために、男女共同参画の推進を自らの課題ととらえ自主

的に活動する市民グループを支援すること。

●イベント部門（補助金あり／補助金なし）

　　福岡市男女共同参画を推進する条例第３条に定める基本理念に沿う内容で、広く

　市民に参加を呼びかけられるもの。

●調査研究部門

　　福岡市男女共同参画を推進する条例第３条に定める基本理念に沿う内容で、広く

　市民に問題提起できるもの。

（１）補助金の交付（イベント部門（補助金あり）、調査研究部門のみ）

（２）アミカスを会場とする場合の会場使用料の免除

（３）指導・助言・情報提供

（４）広報

（５）打ち合わせ会場の提供

＜参考＞

●報告会の実施

　　「アミカス市民グループ活動支援事業」の報告の場として、また市民グループ間の

　情報交換・交流の場として、「アミカス市民グループ活動支援事業報告会」を平成27年

　3月14日（土）に実施する。

募集期間

４月１日（火）～５月31日（土）

４月１日（火）～11月30日（日）

４月１日（火）～５月31日（土）

おおむね８月～１月

おおむね６月～１月

支援決定～12月

イベント部門（補助金あり）

イベント部門（補助金なし）

調査研究部門

実施時期
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平成26年度アミカス市民グループ活動
支援事業実施企画一覧

企画名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

グループ名 頁

ひきこもり、ニート、不登校
父と母がともに取り組もう

福岡「楠の会」

ワーキング・ウィメンズ・ヴォイス

特定非営利活動法人
博多ウィメンズカウンセリング

北京ＪＡＣふくおか

特定非営利活動法人
しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福岡

ＮＰＯ法人
ジェンダー平等福岡市民の会

ふくおか教育を考える会協議会

高齢社会を考える
市民・団体連絡会

アジア女性センター

特定非営利活動法人
女性エンパワーメントセンター福岡

映画「レッドマリア　それでも女は生きていく」
上映とトーク

通訳サポートセミナー
～移住女性支援のために～

自分でできるカウンセリング
～女性のためのメンタルトレーニング～

「平等の文化」を創る
北京女性会議から20年～何が変わったか？３回連続講座

ひとり親家庭を語ろう～いま求められる支援とは～

防災・復興のまちづくりは男女共同参画で
～東日本・玄界島災害体験者から学ぶ～

ドキュメンタリー映画
「トークバック　沈黙を破る女たち」
坂上香監督とカフェ＆トーク

おとめばあちゃんの祈り　共に生き　共に守る
笑う顔にはラッキー・カム・カム～笑顔の医学的考察～

多文化共生に向けて
～国際結婚から男女平等を考える～

イベント部門（補助金あり）

企画名

1

2

3

4

11

11

12

12

グループ名 頁

第２回ストプロ★シンポジウム
～生活困窮による中卒＆高校中退ユースの
居場所をつくろう！～

一般社団法人
ストリートプロジェクト

福岡市男女共同参画推進
サポータークラブ

FP-shushu

北京ＪＡＣふくおか

ステップアップ男女共同参画講座

「平等の文化」を創る
福岡セクハラ裁判から25年～性暴力の現状と課題～

増税に負けない！ちゃんと学んで楽しい人生のススメ

イベント部門（補助金なし）
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企画名

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

グループ名 頁

ママゴスペラーズママゴスペラーズ　音楽祭

託児グループ「あみっこ」親子であそぼう

福岡夫婦問題カウンセラー協会自分の思い描く人生を実現する力を身につける婚学

公益社団法人
家庭問題情報センター（ＦＰＩＣ）
福岡ファミリー相談室

離れて暮らす親子の交流を考える
～健やかな子どもの成長のために～

LGBTの家族と友人をつなぐ会
in福岡

LGBTについて学び語り合う会
『みんなで学ぼう多様な生と性』
～誰もがありのままに輝ける社会を目指して～

Feliz（フェリス）自分をもっと好きになる!!

遺言・相続・後見お世話人センター
遺言相続のカリスマ講師が語る！
いつか起こる！母と娘のための遺言と相続セミナー

美スタイルアップ協会輝く女性のためのHAPPY BODYエクササイズ

すこやかグループ男性の料理

長そばの会家庭にある道具でそばを打とう

Yumicafeキャラ弁Yumicafeキャラ弁教室～親子でキャラ弁作り～

マドレボニータ福岡知っておきたい！子育てパワーアップ講座

自律・自立支援倶楽部
これからの自分を語るほっとルーム
～キャリア・コンサルタントと考えるあなたの働き方～

行政書士の会　すまいるやさしい遺言・相続・後見セミナー

福岡友の会家事家計講習会

プラン福岡交流会
Because I am a Girl 
発展途上国の女性支援活動について
～ネパールの歌＆踊りと料理を楽しむ会～

豊かな人生を送る会人生をステキにするライフプランニング講座
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02 映画「レッドマリア　それでも女は生きていく」
上映とトーク

ひきこもり、ニート、不登校
父と母がともに取り組もう

ひきこもり等の問題解決のために必要な、
父親のかかわり方についての講演会。
講師：信田　さよ子　氏（原宿カウンセリングセンター所長）

映画の上映と、映画の感想や生き方などについて議論する
グループトーク。
ファシリテーター：伊藤　みどり　氏（働く女性の全国センター副代表）
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●イベント部門（補助金あり）

イ
ベ
ン
ト
部
門（
補
助
金
あ
り
）

福岡「楠の会」
TEL：090-8222-7403（吉村） FAX：092-731-3091
URL：http://fukuokakusunokai.org/
E-mail：fukuokakusunokai723kan@gmail.com

８月30日（土）
ホール
無料
210人（女120人，男90人）

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

ワーキング・ウィメンズ・ヴォイス
TEL・FAX：092-806-6629（山﨑）
URL：http://www.geocities.jp/wwvfukuoka/
E-mail：wwvfukuoka@yahoo.co.jp

9月7日（日）
視聴覚室
500円
38人（女34人，男4人）

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　ひきこもり支援といえば、若者を動かそうと考えますが、実
は子どもが動くためには家庭が大きな影響を与えます。親は
どのように行動すればいいのかについて、信田さよ子氏は具
体的で実践しやすい様々な提言をされました。信田氏自身の
カウンセリング経験から、支援に対する厳しさと真摯さを語
り、そのお話には迫力があって聞く側にもその真剣さが伝
わってきました。
　言葉を大切にし、コミュニケーション力や演技力を高め、自
分の要求を表現し、夫婦・子どもが個人として尊重される家族
の再構築をやっていくことの必要さを、ユーモアを交えてお
話しになりました。自分もやればできると会場の皆さんは希
望を抱くことができたと思います。

　グローバル経済下のアジアにおいて、フィリピン、韓国、日
本でたくましく生きる女性たちを描いたドキュメンタリー映
画「レッドマリア」を上映し、女性が「生きる」「働く」ことの意
味と現実について多くの人と議論したいと企画しました。
　様々な切り口でグループによる議論ができ、いろいろな受
け止め方、感じ方があることが分かりました。「対話を通して
つながれることを学んだ」と感想が寄せられたことは大きな
成果でした。妊娠出産から家事・育児・介護などの無償労働も、
セックスワークも「労働」です。今後ともネットワークを広げ、
ジェンダー平等社会の実現にむけ「労働」をキーワードに活動
を続けたいと思います。



03 通訳サポートセミナー
～移住女性支援のために～

04 自分でできるカウンセリング
～女性のためのメンタルトレーニング～

女性が置かれている社会的背景などを考え、自分でできる
メンタルケアについて学ぶ講座。
講師：川喜田　好恵　氏（日本フェミニストカウンセラー協会代表理事）

イ
ベ
ン
ト
部
門（
補
助
金
あ
り
）
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移住女性の支援を行うための基礎知識などを学ぶセミナー。
講師：後藤　美樹　氏（外国人ヘルプライン東海代表）

●イベント部門（補助金あり）

特定非営利活動法人女性エンパワーメントセンター福岡
TEL：092-738-0138
URL：http://www.geocities.jp/empower_f/
E-mail：empower_f@ybb.ne.jp

9月21日（日）
研修室Ｂ
1,000円（移住女性は無料）
30人（女30人，男0人）

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

特定非営利活動法人博多ウィメンズカウンセリング
TEL・FAX：092-210-0058
URL：http://www.npo-hwc.com/
E-mail：hwc21kouza@yahoo.co.jp

10月4日（土）
研修室ＡＢ
300円
44人（女44人，男0人）

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　日本語が母語ではない移住女性の支援者を養成するため
に、セミナーを実施しました。名古屋で外国籍住民の支援を
行っている後藤美樹さんを講師に迎え、日本における国際結
婚・離婚の状況や、支援者・コミュニティ通訳者としての心構
えなどを学び、午後にはグループワークやロールプレイを行
いました。
　参加者の半数は外国籍住民で、年代も20代から60代と多彩
な顔ぶれでした。ワークショップでは様々な意見も飛び交い、
参加者それぞれの価値観や考え方の違いを実際に感じること
のできる内容となりました。参加者同士の交流もあり、とても
充実したセミナーとなりました。

　長年女性の心理支援をする相談現場で活躍されている日本
フェミニストカウンセラー協会代表理事の川喜田好恵さんを
お招きして講演会を開催しました。
　開催前日まで申し込みが殺到し、当日は満席となりました。
未だ男性中心の社会で知らず知らずに女性が抱えてしまうス
トレスや生きづらさの原因をジェンダーの視点で分析し、そ
の社会の仕組みや背景を学びました。また、ワークでは「心の
基本的人権」を考え、参加者からは活発な意見が多く出されま
した。女性がエンパワーメントされる場はこれからも必要だ
と感じました。今後も私たちは女性や子どもに寄り添い、とも
に考え、つながることができるよう活動を続けていきたいと
思います。
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06 ひとり親家庭を語ろう～いま求められる支援とは～

「平等の文化」を創る
北京女性会議から20年～何が変わったか？３回連続講座

第４回世界女性会議から20年の間に日本の男女共同参画が
進んだかを検証する連続講座。
講師：大沢　真理　氏（東京大学教授）など

ひとり親家庭の現状と課題、
どのような支援が必要なのかについての講演会。
講師：赤石　千衣子　氏（しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長）
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●イベント部門（補助金あり）

イ
ベ
ン
ト
部
門（
補
助
金
あ
り
）

北京ＪＡＣふくおか
TEL・FAX：092-641-8255（丹生）
E-mail：pekinjacfuk@yahoo.co.jp

10月４日（土）、11月15日（土）、12月13日（土）
ホール、研修室ＡＢ
各回300円
220人（女205人，男11人，他4人）

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福岡
TEL・FAX：092-771-7325（大戸）
URL：http://smff.sakura.ne.jp/
E-mail：smffuk2008@spice.ocn.ne.jp

10月13日（月・祝）
視聴覚室
無料
18人（女17人，男1人）

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　「第４回世界女性会議（北京会議）」（1995年）から20年、日本
の女性が置かれている状況はどのように変わり、変わってい
ないのかを検証するために３回の連続講座を実施しました。
　講座１では、大沢真理さんに、女性がなぜ生きづらいのか、
ジェンダーとお金の流れで読み解いていただき、貧困対策・雇
用・所得再分配・教育への財政支出など制度上の課題を浮き彫
りにしていただきました。講座２では、改めて国連女性差別撤
廃条約の意義と日本政府の報告書について学びました。講座
３では福岡で活動している市民グループの代表に、福岡で働
く女性とひとり親家庭の現状と課題について報告していただ
き、参加者と問題意識を共有しました。

　当事者団体の活動を長く続けている赤石さんが、平成26年
4月『ひとり親家庭』（岩波新書）に、現状と課題をまとめられま
した。ひとり親を困難にしている原因を理解し、どのような支
援があれば生きやすくなるのかを話し合うため、講演とワー
クショップを開催しました。
　講演ではデータや事例で日本のひとり親が貧困である構造
や、具体的な生活が説明されました。グループに分かれての話
し合いでは、日頃関心を持ち続けておられる人や、どうしても
話を聞きたいと駆けつけた離婚前後の人もいて、活発な意見
交換がなされました。支援の方法として、今まで知らなかった
分野の活動内容や特徴を知り、連携できることを相互に提案
していく必要性を感じました。
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08 ドキュメンタリー映画「トークバック 沈黙を破る女たち」
坂上香監督とカフェ＆トーク

防災・復興のまちづくりは男女共同参画で
～東日本・玄界島災害体験者から学ぶ～

防災や復興における男女共同参画の視点の必要性について学ぶ講演会。
講師：宗片　恵美子　氏（ＮＰＯ法人イコールネット仙台代表理事）など

ドラッグ・レイプ・HIV/AIDSなど、どん底を乗り越えた女性たちの
ドキュメンタリー映画の上映と坂上香監督を交えたワールドカフェ。

イ
ベ
ン
ト
部
門（
補
助
金
あ
り
）
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●イベント部門（補助金あり）

ＮＰＯ法人ジェンダー平等福岡市民の会
TEL・FAX：092-524-0125（富永）
URL：http://www9.ocn.ne.jp/~gefca/
E-mail：gefca@poppy.ocn.ne.jp

10月25日（土）
ホール
無料
169人（女113人，男48人，他8人）

　災害に強い社会の構築には、男女共同参画社会の実現が必
要不可欠といえます。玄界島罹災者のお話からその必要性が
身近に伝わりました。続く宗片さんからは、意思決定の場にお
ける女性の参画の推進、女性の視点を反映させた避難所運営
など重要な提案がありました。
　今回各校区からの参加者が多く、また男性も多数参加され
ました。アンケートには、「防災・防犯部長になって、何をやれ
ばいいのか迷っていたが、ワークショップを利用してみたい」
や、「若い人対象の企画や女性防災リーダー養成講座の企画を
希望する」などと記され、本講演会が今後の地域の取り組みに
活かされ、質・量ともに大きな成果を上げたと思われます。

　この映画は、私たちの活動の中で仲間が、また不登校や発達
障がいの子どもを持つお母さんが、ご自身の人生を語って少
しずつ自分をとりもどし、元気になっていく姿と重なります。
トークバックを観て「当事者の語りは本当にすばらしい。性暴
力を絶対に許さないことが必要」「たくさんのパワーをもらえ
た」と感想をいただきました。ワークショップでは「女性に対
する暴力をなくすために自分にできること」をテーマに「被害
にあった人の話を聴く」「ＤＶプログラムを実施する」などた
くさんの意見が出ました。
　初めてのアミカス市民グループ活動支援事業への参加で、
会独自の催しでは出会うことのなかった方々とつながること
ができました。

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

ふくおか教育を考える会協議会
TEL・FAX：092-406-4125
URL：http://fkyoikuco.wix.com/fkyoiku
E-mail：f-kyoiku@helen.ocn.ne.jp

11月15日（土）
ホール
上映＆トーク1,000円、ワークショップ500円
98人（女88人，男10人）

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］
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10 多文化共生に向けて
～国際結婚から男女平等を考える～

おとめばあちゃんの祈り　共に生き　共に守る
笑う顔にはラッキー・カム・カム～笑顔の医学的考察～

認知症者の見守りについて、男女共同参画の視点で考える講座。
オリジナル寸劇、福岡市の施策の報告、笑いの効用についての講演を実施。
講師：昇　幹夫　氏（医師、日本笑い学会副会長）

言語の異なる市民が一緒に生活している中で、
移住女性が直面するＤＶなどの問題についての講演会。
講師：山岸　素子　氏（カラカサン～移住女性のためのエンパワメントセンター共同代表）

10

●イベント部門（補助金あり）

高齢社会を考える市民・団体連絡会
TEL：090-7982-6511（礒谷）
FAX：092-751-6503

１月17日（土）
あいれふ　講堂
300円
100人（女85人，男15人）

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

アジア女性センター
TEL：092-513-7333
URL：http://www1.plala.or.jp/AWCenter/
E-mail：awc-a@atlas.plala.or.jp

１月24日（土）
研修室ＡＢ
500円
31人（女29人，男2人）

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

イ
ベ
ン
ト
部
門（
補
助
金
あ
り
）

　認知症の徘徊で行方不明になるのは年間１万人。家族だけ
で24時間見守るには限界なので、地域・行政全体で見守る仕組
みづくりが必要です。
　寸劇では認知症の親を介護している家族を地域の人々が暖
かく見守るシナリオを演じ、福岡市の担当者からは「徘徊高齢
者捜してメール」の現状報告をしていただきました。
　地域全体での見守りに加えて、健康寿命を延ばすための自
らの努力も必要不可欠です。そこで昇先生に、免疫力を高める
ための、笑いの効用について話を聞きました。
　私たちは今後も「共に生き　共に守る」ための社会づくりの
一助を担いたいと思います。

　男女共同参画・多文化共生の社会を実現するためには家庭
での意識づけが大事ですが、移住女性はまだまだ多くの困難
を抱えています。国際結婚・離婚の増加により外国人母子家庭
が増えており、在留資格、生活、子どもの教育・アイデンティ
ティなど様々な問題に直面し、支援を必要としています。
　講演会では、彼女たちの社会的背景を理解し文化を尊重す
ること、必要な法律・制度・知識を学ぶことを強調され、実務的
なこともわかりやすく説明していただきました。
　これからも困難をかかえる女性や子どもたちに寄り添い長
期的なサポートができるよう参加者一同気持ちを新たにしま
した。冬空に１点の陽ざし、勇気をいただいて閉会しました。



01

02 ステップアップ男女共同参画講座

第2回ストプロ★シンポジウム
～生活困窮による中卒＆高校中退ユースの居場所をつくろう！～

自分の居場所がなく、生きづらさを抱えている
女子高校生の問題についての講演会。
講師：仁藤　夢乃　氏（一般社団法人Colabo代表）など

地域の男女共同参画にかかわっている方を対象にした、男女共同参画の
基礎知識やワークショップの方法、取組事例などを学ぶ講座。

イ
ベ
ン
ト
部
門（
補
助
金
な
し
）
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●イベント部門（補助金なし）

一般社団法人ストリート・プロジェクト
TEL・FAX：092-414-1115（坪井）
URL：http://street-project.org/
E-mail：stpro2010@gmail.com

6月1日（日）
ホール
無料
87人（女57人，男30人）

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

福岡市男女共同参画推進サポータークラブ
FAX：092-851-1737（雁瀬）
E-mail：tatsu01nana99@yahoo.co.jp

6月5日（木）、6月16日（月）、7月11日（金）
視聴覚室、研修室ＡＢ
300円
63人（女59人，男4人）

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　様々な理由で生きづらさを感じている若者へのサポートと
自立支援を推進するには多くの人に実情を知ってもらうこと
が必要です。
　自らが渋谷の街を彷徨った経験を書いた「難民高校生」の著
者であり、現在風俗産業にかかわる女子を中心とした支援活
動、震災被災地の支援を行っている一般社団法人Colabo代表
の仁藤夢乃氏、副代表でキャリアカウンセラーの稲葉隆久氏
を招き講演会とフロアトークを行いました。フロアトークの
司会は昨年同様、北九州市職員の中村知英氏が担当。当団体の
坪井恵子理事長が平成26年4月に開設となった「ごちハウス」
の紹介とその他の活動報告を行い、参加者と情報を共有し理
解を深めてもらいました。

　名称の難しさもあり、男女共同参画は理解が進みにくく、活
動の成果も反映されにくいという地域が多くありました。そ
こで、地域の男女共同参画推進委員の皆さんに男女共同参画
推進のための課題を見つけ出し、課題解決のための活動計画
づくりをしてもらいたいと、活動事例紹介も含めた連続講座
を行いました。
　各回とも、参加者の活発な質疑応答や情報交換の様子が見
られ、今後の地域での具体的な活動計画や取り組みについて
のヒントや手がかりが得られたことと思います。地域の人た
ちを巻き込みながら、楽しく男女共同参画を進めていきたい
という意気込みが感じられました。
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04 増税に負けない！
ちゃんと学んで楽しい人生のススメ

「平等の文化」を創る
福岡セクハラ裁判から25年～性暴力の現状と課題～

日本で初めて提訴された本格的なセクハラ裁判以降の、
女性に対する暴力の状況や課題についての講演会。
講師：北村　紀代子　氏（ぐるうぷ；NO!セクシュアル・ハラスメント代表）

家庭のライフプランや予算配分について
夫婦で一緒に考えるためのセミナー。
第１回「家計のシェイプアップ」　第２回「家計の体力アップ」

12

●イベント部門（補助金なし）

北京ＪＡＣふくおか
TEL・FAX：092-641-8255（丹生）
E-mail：pekinjacfuk@yahoo.co.jp

6月28日（土）
婦人会館　研修室Ａ
300円
34人（女32人，男2人）

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

FP-shushu
TEL：090-6777-1682（平野）
FAX：092-555-5429
E-mail：kayo_blue_rose@yahoo.co.jp

7月5日（土）、7月19日（土）
研修室Ｃ
各回500円
18人（女15人，男3人）

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

イ
ベ
ン
ト
部
門（
補
助
金
な
し
）

　北村さんは、25年前日本初のセクシュアル・ハラスメント裁
判を提訴した原告との出会いから、92年の勝訴判決に至るま
での経過と「ぐるうぷ；ＮＯ！セクシュアル・ハラスメント」の
活動を振り返り、裁判の意義について、「セクハラを言語化で
きた、声を上げられるようになった、また95年の北京女性会議
行動綱領でも、女性に対する暴力が大きく取り上げられ、法制
化につながった」と語られました。
　一方、課題としては、「東京都議会の野次事件にみられるよ
うにセクハラが後を絶たない現状があり、『セクハラは性暴力
であり、性差別であり、人権侵害である』との認識が大事」と強
調し、性暴力をとりまく状況と課題を参加者と共有すること
ができました。

　消費税増税や社会保険料の増額など厳しい状況の中、家計
管理や貯蓄方法に不安を抱いている方も多いと思います。む
やみな不安を払拭するためには、夫婦（または家族）で話し合
い長期ライフプランを立て、老後までの家計を見据えること
が必要です。そこで、2回に分けて、ライフプランの立て方、保
険の見直し、家計管理、資産運用についての講座を行いまし
た。
　参加者からは、「お金の管理の方法が分かり、今後の参考に
なった」との感想がありました。
　今後も継続的にお金の知識を広めるため、特に関心の深い
保険の見直しや老後のマネープラン、相続等の講座も行って
いきたいと思います。
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06

LGBTについて学び語り合う会『みんなで学ぼう多様な生と性』
～誰もがありのままに輝ける社会を目指して～

自分に自信が持てないと感じている女性のための、自己肯定感を高める
ワーク。自分の長所を考え、将来の自分を想像するペアワークやグループ
ワークを実施。

イ
ベ
ン
ト
部
門（
補
助
金
な
し
）
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自分をもっと好きになる !!

同性愛、トランスジェンダーなどの性的少数者を取り巻く現状について
学ぶ講演会及び意見交換会。

●イベント部門（補助金なし）

LGBTの家族と友人をつなぐ会in福岡
E-mail：fukuoka@lgbt-family.or.jp

７月20日（日）、10月19日（日）、１月18日（日）
視聴覚室
各回500円
110人（女65人，男35人，他10人）

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

Feliz（フェリス）
TEL：090-5254-9933（野里）
E-mail：megumi.nozato@gmail.com

8月3日（日）
研修室Ｃ
700円
7人（女7人，男0人）

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　７月・10月・１月の第３日曜日に、社会のあらゆる場面で潜
在的に数多くある、セクシュアルマイノリティの諸問題の現
状と課題を共有し合い、学び合いました。午前の部と午後の部
とに分け、午前は「学び」を中心に午後は「交流」を中心に、学び
深め様々な意見交換が具体的にできました。
　中学校教諭の吉岡氏による学校現場での取り組み、レイン
ボースープ共同代表の小嵒氏による当事者としての活動の現
状、行政書士でレインボースープ代表の中橋氏による制度的
問題など、様々な分野で活躍されている有識者による学習会
を通して多角的視野で学習することができました。今後も誰
もがありのままに輝ける社会を築くことを目的に、活動を続
けていきたいと思います。

　孤独な子育てで社会とのかかわりが減り、自己肯定感が低
くなっている方に自信を取り戻し、前向きな気持ちになって
いただけるよう「自分をもっと好きになる!!」と題し、ワークを
行いました。
　参加の意図をお伺いしてからワークを始めたため、ご希望
に沿った内容で進められたと思います。
　参加して良かったと思っていただけた方が多く、ご自分の
気持ちを深く考えていただける機会になったと思います。ま
た初対面の参加者同士がワーク終了後もお話をされている様
子も見受けられ、大変嬉しく思いました。
　時間が短かったというご意見があったので、今後１dayセ
ミナーなども開くことを検討したいと思います。



遺言・相続・後見お世話人センター
TEL・FAX：092-921-9480
E-mail：info@yuigon-jyuku.com

8月10日（日）、9月14日（日）、10月5日（日）
研修室Ｂ
各回500円
56人（女56人，男0人）

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

美スタイルアップ協会
TEL：090-4480-9744（波多江）
E-mail：atuatu33@gmail.com

9月7日（日）、9月21日（日）
音楽室、軽運動室Ｂ
各回1,500円
28人（女28人，男0人）

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

07

08 輝く女性のためのHAPPY BODYエクササイズ

遺言相続のカリスマ講師が語る！
いつか起こる！母と娘のための遺言と相続セミナー

高齢社会を迎え、女性が直面するかもしれない遺言や相続の問題につい
て学ぶセミナー。第１回は相続の問題解決法、第２回は遺言書の書き方、
第３回は成年後見制度について学ぶ。

カラダを整えながらココロもリフレッシュするための、
時間と場所を取らずに効果的に続けられる簡単なエクササイズ。

14

●イベント部門（補助金なし）

イ
ベ
ン
ト
部
門（
補
助
金
な
し
）

　急速な高齢化が進んでいます。高齢者が自分自身を守るた
めに成年後見制度を理解すること、そしてその家族が利用方
法を学ぶことが必要です。また、高齢者に安心して老後を過ご
してもらうために相続手続きや起こりうる問題の解決法につ
いても知っておくべきです。
　高齢者の生活をしっかりと守るためにも成年後見制度と相
続問題の理解が必要になっています。今回は初めて参加者を
女性の方だけに限定させていただき、簡単なワークを取り入
れ老後の財産管理と相続問題のお話をさせていただきまし
た。女性同士なのでセミナー後にお受けする質問の数は、これ
までのセミナーより多く寄せられました。

　仕事や育児で忙しい現代女性が、社会や家庭の中でいきい
きと明るく元気に過ごせるように企画しました。
　「骨盤エクササイズ」は、イスに座ったまま呼吸法で骨盤ま
わりを活性化させていくことで、出産・加齢によって引き起こ
される尿漏れなどを防ぐ効果があります。また骨盤の歪みを
正すことで姿勢が良くなり、短い時間でも楽に座る・立つ動作
の変化を感じていただきました。
　「ポールエクササイズ」は、2本のノルディックウォーキング
ポールを使うことでバランスをとり、全身をより大きく動か
すことができ、多くの参加者に心身ともにリフレッシュ効果
を実感いただきました。今後も女性のための心と体の健康作
りに力を入れてまいりたいと思います。
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10 家庭にある道具でそばを打とう

男性の料理

身近にある季節の食材を使った男性向けの料理教室（初心者対象）。
料理の技術と一緒に、実践しやすい栄養の話を基礎から学ぶ。

基礎から学べる初心者向けそば打ち教室（４回連続講座）。
最初は家庭にある道具で、慣れてからはそば道具を使って行う。

イ
ベ
ン
ト
部
門（
補
助
金
な
し
）
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●イベント部門（補助金なし）

すこやかグループ
TEL・FAX：092-573-6070（猪俣）
E-mail：sukoyaka-mitsuko914@ezweb.ne.jp

9月13日（土）、9月27日（土）
料理実習室
各回1,500円（材料費込み）
38人（女0人，男38人）

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

長そばの会
TEL・FAX：092-553-5277（後郷）
E-mail：tatsu555@iwk.bbiq.jp

9月14日（日）、9月28日（日）、10月11日（土）、10月26日（日）
料理実習室
各回1,500円（材料費込み）
38人（女10人，男28人）

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　今、健康長寿が求められています。毎日元気に過ごすために
は、日頃の食事に気をつけることが必要です。1日目は“和食の
良さ”というテーマで、松茸風ご飯、豚肉と根菜の旨煮、山芋の
梅和え、味噌汁と、出し汁に使ったいりこでおつまみを作りま
した。「和食はほっとするものがあり、是非作りたい」と話され
ていました。
　2日目は“コレステロールの大切さ”というテーマで、大豆ご
飯、秋刀魚の照り焼き、蓮根サラダ、きのこのスープでした。秋
刀魚は自分で二枚に開いてもらいました。「非常に充実感があ
り楽しかったので、家でも作ります」と話されていました。料
理は楽しいと思ってもらえるように今後も開催したいと思っ
ています。

　そば打ちは道具がないとできないと思われていますが、家
庭の道具で3人分は打てます。2回目までは家庭にある道具で、
後はそば包丁で体験をしていただきました。
　この教室は特に、団塊の世代の人たちにそば打ちをマス
ターしていただき、地域でそば打ちボランティアで活躍する
きっかけになればと期待を込めて開催しています。参加者は
初めての人ばかりでしたので、太さにムラがありましたが、自
分の打った二八そばに昼食では笑顔がこぼれました。そば打
ちを継続して学びたいという方がいましたので、いずれかの
教室に入会いただき、そば打ちボランティアに参加していた
だきます。これからも、地域で活躍するきっかけ作りのために
教室を展開していきます。
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12 知っておきたい！子育てパワーアップ講座

Yumicafe キャラ弁教室～親子でキャラ弁作り～

子育てや夫婦関係について考えるセミナー。
9/27、12/14「子どもへの性の伝え方講座」、
10/26、1/17「夫婦ＤＥバランスボール講座」

親子で参加する初心者向けキャラ弁教室。
（子どもの対象年齢は２歳～中学生）

16

●イベント部門（補助金なし）

イ
ベ
ン
ト
部
門（
補
助
金
な
し
）

Yumicafeキャラ弁
TEL：080-8566-1709（高田）
URL：http://yumicafe123.com/index.html
E-mail：yumicafe123@yahoo.co.jp

9月21日（日）
料理実習室
1,500円（材料費込み）
27人（女21人，男6人）

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

マドレボニータ福岡
TEL：090-9851-4591（藤見）
URL：http://fujimin.doorblog.jp/
E-mail：risafujimi@gmail.com

９月27日（土）、10月26日（日）、12月14日（日）、１月17日（土）
研修室ＡＢ、研修室Ｂ、軽運動室Ｂ
各回1,500円（夫婦で参加の場合ペアで2,000円）
71人（女51人，男20人）

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　働くママ・パパにも休日にお子さんと親子でキャラ弁作り
をして、楽しい時間を過ごしてもらえるように日曜日に開催
しました。
　時間がたつにつれ、参加された親御さん同士、お子さん同士
でキャラ弁を見て会話が弾み、親子同士の交流にもなったと
思います。
　今年もパパの参加はありましたが、ママに比べ参加が少な
かったので、次回はパパの参加も増えるようになればと思い
ました。
　男女に関係なく、キャラ弁を通して料理に興味を持ち、楽し
みながら作れるようになるように取り組んでいきたいです。

　性教育講座は非常に反応が大きかったです。「夫婦の性」と
いうテーマではなかなか参加しづらかった方たちも「子ども
の性」については問題意識がかなりあるようで、問い合わせも
かなり多くありました。当日、インフルエンザの蔓延などによ
り、キャンセルが多かったですが、延べ100件近くのお問い合
わせがありました。
　バランスボール講座は１月のお申し込みが特に多く、相当
数参加をお断りしなければいけないほどでした。一昨年に参
加してくださったご夫婦が、２度目に来てくださり、「この講
座なら夫婦で出たい」「夫婦の成長が感じられた」と、初回は緊
張されていた男性が積極的に発言してくださったことが、何
よりの手ごたえでした。
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14 やさしい遺言・相続・後見セミナー

高齢社会になり、増加する単身女性が安心して老後を迎えることができ
るために必要なことを学ぶ３回連続講座。遺言書の書き方、相続トラブル
の回避方法、成年後見制度などについて学ぶ。

ワークショップとカウンセリング
10/25　第１回　離婚して再出発したいあなたへ
1/31  　第２回　もしかして、これからもひとりかもしれないあなたへ

自律・自立支援倶楽部
TEL：090-8413-3106（安藤）
FAX：092-726-2871
E-mail：jjclub_entry@yahoo.co.jp

10月25日（土）、１月31日(土)
研修室Ｃ
各回500円
10人（女10人，男0人）

　女性や若者の自立を支援するキャリア・コンサルタントの
グループで、活動を始めて４年になります。毎回、女性のもや
もやした不安をテーマにワークショップとカウンセリングを
実施しています。「ほっとルーム」の名のとおり、ホットコー
ヒーを飲みながら、束の間、本音を話してもいい空間と時間を
過ごし、女性の生きづらさや、「輝く」ことを要求される風潮へ
の違和感を参加者同士で共有することができました。
　グループのメンバーは、民間企業や公共施設で人事や就労
支援をしている現役のキャリア・コンサルタントです。毎年少
しずつですがメンバーも増えて、新しい分野でのサポートも
できるようになりました。来年度は、開催時期の検討、広報の
充実などの課題に対し取り組んでいきたいと思っています。

　高齢社会等を迎え、単身女性は増加する傾向にあり、一人ひ
とりが安心して輝く老後を過ごせるようにと、女性を対象に
遺言・相続・成年後見の基礎セミナーを通じてやさしくお話し
した企画です。
　セミナーは3回に分け、遺言、相続、成年後見をテーマにした
セミナーをそれぞれ午後から約1時間30分行いました。各回6
～7名の方のご参加をいただき、大変喜んでいただいたものと
思います。ただ、成年後見セミナーは内容が少し複雑で、ご理
解にいま一歩のところであったかと思われます。
　今後もこのようなセミナーや無料相談会を通じてより多く
の方々のお役に立てるよう頑張ってまいります。

イ
ベ
ン
ト
部
門（
補
助
金
な
し
）
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［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

行政書士の会　すまいる
TEL：090-7980-9314（入江）
FAX：092-571-5778
E-mail：mirie0728@jcom.home.ne.jp

11月5日（水）、15日（土）、26日（水）
研修室Ｃ
500円
20人（女16人，男4人）

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

●イベント部門（補助金なし）

これからの自分を語るほっとルーム
～キャリア･コンサルタントと考えるあなたの働き方～
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16 Because I am a Girl 発展途上国の女性支援活動について
～ネパールの歌＆踊りと料理を楽しむ会～

ネパールでの早すぎる結婚などの女性問題について、
現地の歌や踊りを交えて学ぶ講演会。
講師：冨田　佳代　氏（プラン・ジャパン職員）など

家事家計講習会

家計簿のつけ方を通して、家計管理や
共働き家庭の時間の使い方について考える講習会。
第１回は講習会、第２回は家計簿のつけ方などに関する無料個別相談会。

18

●イベント部門（補助金なし）

イ
ベ
ン
ト
部
門（
補
助
金
な
し
）

福岡友の会
TEL・FAX：092-531-6607
URL：http://f-tomonokai.jp/

11月13日（木）、11月20日（木）
ホール、研修室Ｂ
400円
77人（女75人，男0人，他2人）

　『家庭は簡素に社会は豊富に』という理念のもと毎年年末に
家事家計講習会を開催しています。
　今年は【世代で変わる暮らしと家計】というテーマで、幼児
を持つ世代、教育費がかかる世代、子どもが独立した世代の３
人に今年の家計簿と来年の予算の実際の数字をバックにそれ
ぞれの暮らしを話してもらいました。働く女性が増えた今、家
事の合理化と家族の家事分担はそれぞれの自立につながりま
す。
　参加された人が我が家でどう暮らしたいか、何を大切にし
たいかを考えてくださったと思います。これからも、予定と予
算のある暮らしから広がる心豊かな暮らしを提案し続けたい
です。

　世界の多くの国では、その国の経済状態や貧困などが原因
で、女の子たちが様々な差別を受けています。早すぎる結婚や
不条理な性規範から、女の子は学ぶ機会を奪われたり、時には
命さえ奪われたりすることも少なくありません。今回のイベ
ントで、多くの方にそのような女の子たちの実状を知っても
らうことができたと思います。
　また、ネパールの学生たちと歌や踊り、食べ物を通した交流
も行い、参加者にネパールへの関心を持ってもらうことがで
きました。
　初めてではありましたが、支援事業を通して市民の皆様の
途上国支援の輪が広がることを期待しています。

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

プラン福岡交流会
TEL・FAX：092-801-2974（平田）
E-mail：nihongo822@hotmail.com

11月16日（日）
視聴覚室、料理実習室
無料（交流会2,000円）
32人（女25人，男7人）

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］
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18 ママゴスペラーズ　音楽祭

人生をステキにするライフプランニング講座

婚活・結婚・出産・育児などの場面を通して、
人間関係をよくしていく極意や家庭円満の秘訣などを学ぶ講演会。

子育て中のママたちのグループ
「ママゴスペラーズ」の子づれでも楽しめるコンサート。

イ
ベ
ン
ト
部
門（
補
助
金
な
し
）
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　家庭が円満で、より人生を豊かに生きるためには、家庭内の
行事を大切にし、話し合う時間を作ることが必要であるとし
て、「人生をステキにするライフプランニング講座」と題し、講
座を開催しました。
　参加者が少なく、集客に課題が残る結果となりましたが、参
加されていた方は関心を持ってくださいました。
　冒頭では、福岡県や日本の婚姻事情、離婚事情など夫婦に関
する現状と課題を考えました。そして、より人生を豊かに生き
るための例として、結婚記念日や人生儀式を家族で一緒に迎
えることの大切さをお話ししました。今後も、より多くの方
に、家庭円満のために家族で話し合う時間を作る大切さを伝
えていきたいと考えています。

　子育て中のママたちが自ら企画し、いきいきとゴスペルを
披露することで、ママやパパ、その家族の方々に良い刺激を与
えたい、あわただしい育児の中で少しでも気分転換になれば
…という思いで企画しました。
　130人を超える方に参加していただき、参加者や子どもた
ちも一緒に楽しんでいただけたイベントになりました。市民
グループ活動支援事業での支援をうけたおかげで、資金面の
負担が減り、事前のリハーサルや当日の照明などにお金をか
けることができました。
　今後は、サークルとしての活動を続けながら、今まで以上に
素敵なパフォーマンスができるように努めていきたいと思い
ます。ありがとうございました！

豊かな人生を送る会
TEL：092-201-3637（杉下）  FAX：092-631-5031
URL：http://yutaka-na-jinsei.com/
E-mail：fukuoka@yutaka-na-jinsei.com

11月23日（日・祝）
研修室ＡＢ
無料
6人（女5人，男1人）

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

ママゴスペラーズ
TEL：090-1814-1337（下倉）
URL：https://www.facebook.com/mamagospelers

11月27日（木）
ホール
無料
134人（女99人，男35人）

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

●イベント部門（補助金なし）
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20 自分の思い描く人生を実現する力を身につける婚学

結婚・子育てや仕事に関する価値観について考える講演。
講演後には座談会を実施。
講師：佐藤　剛史　氏（九州大学農学研究院助教）

親子であそぼう

●イベント部門（補助金なし）

20

手あそび、リズムあそび、パネルシアターなどで、親子で楽しくあそぶ。
（子どもの対象年齢は６か月～就学前）

イ
ベ
ン
ト
部
門（
補
助
金
な
し
）

託児グループ「あみっこ」
TEL・FAX：092-574-6956（西村）

１月20日（火）
子どもの部屋
無料
41人（女32人，男9人）

　私たちは、アミカス主催・共催の講座や講演会、市民グルー
プ・外部からの依頼を受け託児をしています。
　子育て中の方に親子で楽しくあそんでいただけるようイベ
ントを企画しました。手あそび・紙芝居・ペープサート・絵本・
パネルシアター・軍手人形・リズムあそび・紙コップ人形作り
とバラエティ豊かな内容で、お母さんもお子さんも素敵な笑
顔で参加してくださいました。慣れない子育てに日々奮闘し
ているお母さんから「子どもと一緒に私も楽しめました」「あ
たたかい雰囲気に癒されました」とうれしい言葉をいただき
ました。
　今後は、託児やイベントの充実を図るよう、スタッフ一同精
進していきたいと思います。

　第１部は、佐藤剛史先生に講演をお願いし、夫婦のことだけ
にとらわれず、ゴーシ先生流仕事術など、人生を幸せに生きる
ためのヒントをたくさんお話しいただきました。
　第２部は、当協会代表の玉井も加わり、事前アンケートで集
まりました質問に対して、佐藤先生と玉井が答えていくとい
うディスカッション形式で行いました。佐藤先生のお考えに
対して、夫婦問題カウンセラーの立場からの意見も交えなが
ら、和やかな雰囲気でとても有意義な時間でした。
　ご参加いただいた方にはとても喜んでいただきました。私
ども協会員も大変勉強になりましたので、今後の活動などに
役立てていきたいと感じています。

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

福岡夫婦問題カウンセラー協会
TEL：080-3372-1411（谷崎）  FAX：092-523-4765
URL：http://www.fukuoka-fufu.com/
E-mail：info@fukuoka-fufu.com

１月25日（日）
視聴覚室
1,000円
39人（女33人，男6人）

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］



21 離れて暮らす親子の交流を考える
～健やかな子どもの成長のために～

離婚後または別居中に、子どもを養育していない親が子どもに面会等を
行う面会交流について、現状と課題を考える講演・シンポジウム。

イ
ベ
ン
ト
部
門（
補
助
金
な
し
）
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公益社団法人家庭問題情報センター（ＦＰＩＣ）福岡ファミリー相談室
TEL・FAX：092-734-6573

１月31日（土）
研修室ＡＢ
無料
38人（女25人，男15人）

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

●イベント部門（補助金なし）

　親の離婚や別居によって、親と離れて暮らす子どもの最善
の利益を図るため、面会交流や養育費の確保の推進に向けた、
市民の意識や行政機関等の対応は変化してきたでしょうか。
特に、面会交流については、行政からの支援に乏しい状況の中
で、適切な支援体制を構築する契機となることを期待してセ
ミナーを企画しました。
　第１部は当相談室主任相談員による講演を、第２部は各分
野の専門家を招いたシンポジウムという２部構成で行いまし
た。大学職員等の参加者から、面会交流援助に関する行政から
の財政等支援の必要性など貴重な提言もあり、市民の意識啓
発を図る機会になったと思われます。



アミカス市民グループ活動支援事業報告書

福岡市男女共同参画推進センター・アミカス
〒815-0083　福岡市南区高宮3-3-1

TEL：092-526-3755　FAX：092-526-3766
E-mail：amikas@city.fukuoka.lg.jp

URL：http://amikas.city.fukuoka.lg.jp/
 https://www.facebook.com/amikasfukuokacity

平成27年3月発行
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