


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。今年度は、応募のあったグループの中から選考されました37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。

　今年度は初めての取り組みとして、日頃からアミカスを利用している市民グルー

プの皆様を中心とした20団体が力を結集し、「地域で男女共同参画を！～拡げよう

ネットワーク」実行委員会を立ち上げられました。実行委員会主催で実施した講演会

とシンポジウム「男女共同参画で地域力UP～実現しよう！202030～」は、地域にお

ける男女共同参画推進の現状等について理解が深まる大変意義のある企画となり、

当日は200名を超える方々が来場されました。

　さて本報告書は、平成27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。各グループの皆様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アミカス市民グループ活動

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。

また、市民グループの皆様と連携を強化し、男女共同参画社会の実現に向けた取り組

みを実施してまいります。

　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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1
　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。

（１）補助金の交付（イベント部門（補助金あり）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）広報の協力

（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28年

　3月12日（土）に実施。

募集期間

４月１日（水）～５月31日（日）

４月１日（水）～11月30日（月）

おおむね８月～１月

おおむね６月～１月

イベント部門（補助金あり）

イベント部門（補助金なし）

実施時期

目　的

2 支援事業の区分

3 支援内容

平成27年度
「アミカス市民グループ活動支援事業」について
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

6

6

7

7

8

8

9

9

10

頁

学ぼうデートDV！
やってみよう予防啓発ファシリテーター！

特定非営利活動法人
博多ウィメンズカウンセリング 

ワーキング・ウィメンズ・ヴォイス 

北京ＪＡＣふくおか

高齢社会を考える市民・団体連絡会

「地域で男女共同参画を！
～拡げようネットワーク」実行委員会

NPO法人おうちプロジェクト

ゼミナールFUKUOKA21
ジェンダー研究会 

福岡映画サークル協議会

特定非営利活動法人アジア女性センター

「国際勇気ある女性賞」受賞の
小酒部さやかさんからのメッセージ

映画「ハーフ」をみて語ろう

次世代につなごう「“平等の文化”を創る」
北京「世界女性会議」から20年　世界と日本の女性は今

おとめばあちゃんの祈り　
大庭照子　トークコンサート　パートⅡ
今　ともに生きることの喜び～生命～ 

男女共同参画で地域力UP!!～実現しよう！202030～

子育ても仕事も楽しく両立できる社会に
～シングルマザーシェアハウスが開く未来～

当事者を お招きして･･･
多様な性が生きる社会～全ての人が、輝く地域へ

なぜ、彼女は男装をしなければならなかったのか？
映画「アルバート氏の人生」にみる
19世紀アイルランドの格差社会 

イベント部門（補助金あり）

平成27年度
市民グループ活動支援事業　実施企画一覧

企画名 グループ名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

頁

イベント部門（補助金なし）
企画名 グループ名

ステップアップ男女共同参画講座 福岡市男女共同参画推進サポータークラブ

長そばの会

FP-shushu

With you Kyushu

Yumicafeキャラ弁

LiberDade

自律・自立支援倶楽部

LGBTの家族と友人をつなぐ会  in福岡

ハッピーエレガンス

遺言・相続・後見お世話人センター

家庭の道具で手打ちそばを打とう

With you Kyushu2015 

Yumicafeキャラ弁教室～親子でキャラ弁作り～ 

Active English for the Global Citizen with Sierra 

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～ 

古希を迎えたら準備する！
お父さんとお母さんのための遺言と相続セミナー 

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～ 

もっと早くに知りたかった！健康になる姿勢の話

ゲームで学ぼう！家族といっしょにお金のべんきょう
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

頁企画名 グループ名

親子deおこづかいゲーム キッズマネースクールゆめたまご

すこやかグループ

NPO女性おひとりさまの会

マドレボニータ福岡

ママゴスペラーズ

特定非営利活動法人しんぐるまざあず・
ふぉーらむ・福岡 

花野組

フォーレンシス

行政書士の会すまいる

デブチャタ

マドレボニータ福岡

FP-shushu

福岡友の会

福岡県ママのキャリアセンター

ふくおか教育を考える会協議会

ぼらんてぃあグループ「スワンの会」

With you Kyushu

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 

ベビスタ☆

福岡県ママのキャリアセンター

すまいるん♪

一般社団法人ストリートプロジェクト

男性の料理

『ソビエト料理』

食生活で更年期障害を乗り切ろう！

パパ＆ママのためのバランスボール講座

ママゴスペラーズ音楽祭

遺言・相続・後見の基礎セミナー

映画「マンマ・ミーア！」上映会
～シングルマザーの生き方を語ろう～

「女流」作家塾　初級

ママライター養成講座

子どもへの性の伝え方講座

第５回ストプロ★フェスタ

シニア世代の暮らし方

家事家計講習会

ママの就活セミナー～自己発見編～＆子ども講座

自分を好きになるコミュニケーション術

パパ・ママ・ベビーのための音楽会＋座談会『ハープの調べ』

みんなで遊ぼう「親子広場：クリスマス」

With you Kyushu2016

子どものための面会交流～子どもの自立へ向けて～

『みんないっしょに育とうよ。』

親子deレッスン
～ママは就活・子ども（＆パパ）はベビー・キッズダンス～



01 学ぼうデートDV！
やってみよう予防啓発ファシリテーター！

デートDVを予防啓発するための
ファシリテーターを養成する３回連続講座。
講師：伊田　広行　さん（大学非常勤講師）
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●イベント部門（補助金あり）

博多ウィメンズカウンセリング
TEL：092-210-0058  FAX：092-210-0058
URL：http://www.npo-hwc.com
E-mail：info@npo-hwc.com

平成27年9月6日(日)、13(日)、26日(土）
視聴覚室、研修室Ａ
300円(第１回)、1,000円(第２回、第３回)
女性29人、男性2人、その他1人、計32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
）

　デートDVの現状やDVが暴力であるという認識を高め、互
いを尊重し、被害者にも加害者にもならないためのDV予防教
育の重要性を学び、私たちとともに予防教育の啓発活動を行
うファシリテーター養成を目的として企画しました。第１回
目は伊田広行さんの公開講座「デートDVと恋愛」。第２回目
は、HWCスタッフによるファシリテーター講座、DVの基礎、
デートDVの中高生の現状。第３回目はジェンダーと性、やっ
てみようファシリテーター。実際に２人１組でパワーポイン
トを使いロールプレイを実施しました。今後私たちとともに
ファシリテーターとして活動したいと考えておられる方々に
は、スタッフ共々研修を重ねていくつもりです。

02 「国際勇気ある女性賞」受賞の
小酒部さやかさんからのメッセージ

「国際勇気ある女性賞」受賞の小酒部さやかさんによる
マタハラの現状等についての講演会。
講師：小酒部　さやか　さん（マタハラネット代表）

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

平成27年9月27日（日）
ホール
300円
女性31人、男性6人、計37人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　出産をあきらめたり仕事を辞めたりすることが当然とされ
る日本の風潮を、女性たちが声を上げることで変えていきた
いと講演会を企画しました。小酒部さやかさんの講演では、ご
自身の体験も含め、マタハラ被害の実態とその背景について、
人権問題としてまた経営問題としてお話いただきました。マ
タハラとは何か、マタハラにより働く女性と企業はどうなる
のかを学び、ネットワークを広げ、女性たちが声を上げて行く
ことで制度や社会風土を変えていこうとのメッセージは参加
者と共有できたと思います。妊娠後も健康に働き続けられ、安
心して子育てができる社会を作っていくために活動を続ける
決意を新たにしました。

妊娠・出産・育休などを理由とする、解雇、雇い止め、降格などの
不利益な取扱い

※マタハラ…



03 映画「ハーフ」をみて語ろう

ドキュメンタリー映画「ハーフ」の上映とトークセッション。
講師：矢野　デイビット　さん（一般社団法人Enije代表）など

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

平成27年10月17日（土）
ホール
前売600円、 当日1,000円
女性192人、男性30人、計222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
）
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●イベント部門（補助金あり）

　人が国籍・文化・性別に関わらず、人として尊重される社会
を目指すため、『映画「ハーフ」をみて語ろう』と題し、映画上映
とトークセッションを行いました。多文化のルーツを持つ当
事者、多文化家族、支援者、教育者などに参加いただきました。
　２回の上映を挟んだトークで、出演者の矢野デイビットさ
んたちは、｢人は誰もがマイノリティの部分があり、それで区
別・差別されるのは、社会の問題だ｣とし、意識の変化を促しま
した。参加者からも悩み、意見、質問が出され、盛会となりまし
た。女性・移住者というマイノリティに寄り添う当センターの
活動に通じるものがあり、人権擁護に根ざした支援活動を続
けていく勇気をいただきました。

04 次世代につなごう 「“平等の文化”を創る」
北京「世界女性会議」から20年 世界と日本の女性は今

第４回世界女性会議から20年の間に、世界でどのような成果が
上げられたのか等について検証する講演会とトークセッション。
講師：橋本　ヒロ子　さん（国連女性の地位向上委員会(CSW)日本代表）など

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

平成27年10月17日（土）
あいれふ　10階　講堂
300円
女性87人、男性6人、 計93人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　第１部で、CSW（国連女性の地位委員会）日本代表の橋本ヒ
ロ子さんから、CSWについてや、今年の第59回会議が、北京会
議を世界で検証した特別の会議であったことを分かりやすく
説明していただきました。CSWの政治宣言に、2030年にジェ
ンダー平等の完全達成が目標に入れられたとのことです。日
本は特に意識改革や政治への女性参画が課題で、地域で男女
共同参画を広げていくことが重要だと話されました。
　第2部では、CSWに学生で参加した山村鈴奈さんの報告の
後、橋本ヒロ子さんとのトークを通じてさらに内容を深めま
した。若い世代にいかにつなぐか、福岡でどのようにして広げ
るかという問題意識を参加者と共有することができました。
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おとめばあちゃんの祈り
大庭照子　トークコンサート　パートⅡ
今　共に生きることの喜び ～生命～

「地域力」や「元気力」について歌や人生の体験を通して
伝えるトークコンサート。
講師：大庭　照子　さん（歌手）など
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●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（礒谷）

平成27年10月24日（土）
ホール
500円
女性214人、男性20人、 計234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
）

　少子高齢化が急速に進み、子育て、介護で孤立しがちな状況
の中、誰もが安心して暮らす住みよい社会の実現を願ってい
ます。
　先ず福岡市の担当者から「男女共同参画で超高齢社会を豊
かに」と報告がありましたが、統計だけでなく市の取り組み・
サポートなども知りたいとアンケートにあり、関心の深さが
うかがわれました。寸劇「地域カフェ」では、カフェに可愛い子
どもが訪れ、日舞を踊る姿に全員ほっこり！大庭照子さんの
トークコンサートは、会場を感動の渦に巻き込み、幾多の苦境
を乗り越えてこられた語りは多くの人の心を打ち、子育て中
の人にも是非聞かせたいと思いました。最後に全員で「ふるさ
と」を歌う時、突然会場より男性が前に出て来て指揮をはじめ
る姿に参加者全員が、にっこり！

06 男女共同参画で地域力ＵＰ！
～実現しよう！２０２０３０～

地域における男女共同参画推進についての講演会とシンポジウム。
講師：中嶋　玲子　さん
（NPO法人住みよいあさくらをめざす風おこしの会理事長）

「地域で男女共同参画を！～拡げようネットワーク」実行委員会
TEL：092-641-8255（丹生）
FAX：092-641-8255（丹生）
E-mail：h.nyu@festa.ocn.ne.jp

平成27年10月25日（日）
ホール
無料
女性200人、男性19人、計219人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　「アミカスネット」を核とした男女共同参画を進める諸団体
が実行委員会(共同代表：七区男女共同参画協議会・北京JAC
ふくおか・NPO法人ジェンダー平等福岡市民の会)を結成し、
2020年までに指導的地位の女性30％の実現と地域力アップ
を目指して企画しました。
　荒瀬副市長の激励の挨拶。中嶋玲子さんの、「社会の変化に
合わせた地域づくりを」「女性は力をつけている。行動するこ
とが大事」とユーモアを交えた元気の出る講演。シンポジウム
では、高取校区の先進的な取り組みや、福岡大学の取り組み、
地域の実情や課題などそれぞれの立場から具体的な事例の紹
介や提案をしていただきました。参加者からは、「男女共同参
画の取り組みが理解できた」「地域の中でやれることにチャレ
ンジしたいと思った」と好評でした。

いのち



07 子育ても仕事も楽しく両立できる社会に
～シングルマザーシェアハウスが開く未来～

シングルマザーシェアハウスについての講演会。
講師：秋山　怜史　さん（一級建築士）

NPO法人おうちプロジェクト
TEL：090-7168-5563（永松）
FAX：092-851-3147（永松）

平成27年10月25日（日）
視聴覚室
無料
女性11人、男性９人、その他１人、計21人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］
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●イベント部門（補助金あり）

　「仕事と子育てが当たり前に両立できないのはおかしい。」
―全国初のシングルマザーシェアハウスを開設した講師の秋
山さんの言葉は、この講演会を企画した私たちの思いでもあ
ります。
　シェアハウスでともに子育てや生活する中でエンパワーさ
れるシングルマザー。血のつながらない兄弟を得て、たくまし
く育つ子どもたち。秋山さんのお話に、新しい暮らし方が開く
未来を感じることができました。参加者からも熱心な質問が
続き、「社会問題を解決する切り口やアイディアが明快」等の
感想がありました。
　まだまだ馴染みのないシングルマザーシェアハウス。福岡
の地で根付き広まるよう、活動を続けていきます。

08 当事者を お招きして・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
多様な性が生きる社会～全ての人が、輝く地域へ

当事者による講演会と意見交換会。
講師：石崎　杏理　さん（任意団体FRENS代表）

ゼミナールFUKUOKA21ジェンダー研究会
TEL：090-4930-0904（大島）

平成27年11月14日（土）
研修室ＡＢ
無料
女性11人、男性３人、その他20人、計34人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　多様な生き方を尊重し合う男女共同参画社会を実現してい
くため、「多様な性が生きる社会～全ての人が輝く地域へ」と
題し講演会を行いました。
　講師の石崎さんは当事者でもあり、前小学校の教員でもあ
ります。ご自身のライフストーリーの中で、幼い時に感じた違
和感、学生時代のカミングアウトや教育の場での様々な出会
い、現在の学校の中の状況など大変率直にお話いただきまし
た。小学校の人権読本にご自身が執筆されたり、団体での電話
相談を開設したりと活発に活動されています。
　「多様な性は生き方の多様性、幸せの多様性である。」と話さ
れたことが、深く印象に残っています。
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彼女はなぜ男装をしなければならなかったのか？
映画『アルバート氏の人生』にみる19世紀アイルランドの格差社会

映画『アルバート氏の人生』上映会と講演会
講師：河原　真也　さん（西南学院大学文学部英文学科准教授）

福岡映画サークル協議会
TEL：092-781-2817
FAX：092-781-2817

平成28年1月24日（日）
ホール
一般前売1,000円、当日1,200円
女性31人、男性14人、計45人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　アイルランドにおいて、100年前にはとても低かった女性
の地位が、国民の総意と政策的な取り組みによって向上した
ことが分かるお話でした。映画は悲劇ですが、その悲劇を乗り
越えたからこそ現在があり、映画が描く19世紀アイルランド
社会（階級、社会階層、宗教倫理を元にした意識や行動、マイノ
リティの存在）は、河原先生のお話によってよりリアリティが
増しました。さらに、その後のアイルランド社会の変化も、現
実のものとして迫ってくるものがありました。
　日本はどうか？欠けているものは？日本とアイルランドは
地理的にも、歴史的にも、文化的にも遠いですが、アイルラン
ド社会が実現したものは日本でもできる。そう感じることの
できる「力」をいただきました。
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01 ステップアップ男女共同参画講座

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、
事例発表などを学ぶ講座。

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

6月2日（火）、7月2日（木）、7月9日（金）
視聴覚室
300円／3回
女性79人、男性9人、計88人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　この活動も3年目となり、年々参加者が増えています。「他校
区の委員さんと深く話をすることが刺激になる」と好評で、今
年度も、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
画づくりを考えてもらいたいと、活動事例も含めた連続講座
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
られました。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。

02 家庭の道具で手打ちそばを打とう

家庭にある道具を使った初心者向けそば打ち教室（４回連続講座）。

長そばの会
TEL：090-2515-8147（後郷）
FAX：092-553-5277（後郷）
E-mail：tatsu555@iwk.bbiq.jp

平成27年６月14日、７月12日、８月９日、９月13日（全て日曜日）
料理実習室
1,500円（第１回、第２回）、2,000円（第３回、第４回）（材料費込み）
女性34人、男性48人、計82人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　長そばの会には、地域のイベント・老人施設・公民館のそば
打ち教室など要請が増えています。活動するそば打ち人材発
掘を目的とした４回目の教室は、参加人数が82人で家庭の道
具のそば打ち体験から始め、そば道具を用いた体験、そばつゆ
のつくり方も学びました。期待した団塊の世代も多数集まり、
「回数を増やして欲しい」との声もありました。今回の事業は
終わりましたが、「年越しそばを自分で打ちたい」との要請に
応えて、自主的に10月から年末まで４回開催しました。今後、
そば打ち継続希望者には、既設の長そばの会長丘・長尾・横手・
須恵教室に入会していただき、地域で活躍する人材になるよ
うともに技術を磨いていきます。
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03 With you Kyushu2015

乳がん患者さんとその家族のサポートをするための講演会＆コンサート。
講師：浦田　理恵　さん
（2012ロンドンパラリンピック　ゴールボール金メダリスト）

With you Kyushu
TEL：092-283-8150（田村）
FAX：092-283-8150（田村）

平成27年６月21日（日）
全館
500円
女性177人、男性60人、計237人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　乳がん患者さんとその家族をサポートするために、「With 
you Kyushu2015―あなたとブレストケアを考える―」を行
いました。県内外を問わず、九州各地から130人近くの患者さ
んやその家族にご参加いただきました。分科会ではボラン
ティアの医療スタッフも加わり、誰にも相談できずに悩んで
いた患者さんから「同じ経験をした方と話すだけで不安が和
らいだ」との意見もありました。
　浦田理恵さんには、両目が見えなくなっても前向きに生き
ることを決意し、ロンドンパラリンピックで金メダルを獲得
するまでの経緯をお話いただきました。原野さんと菅野さん
のお二人によるクラリネットとピアノでは、素晴らしい演奏
に参加した皆さまも酔いしれた様子でした。
　今後もWith you Kyushuでは、乳がん患者さんとその家族
がともに当たり前の生活を送れる社会を目指し、活動を続け
ていきたいと思います。

04 Ｙｕｍｉｃａｆｅ
～親子でキャラ弁作り教室～

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）

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

平成27年6月28日（日）
料理実習室
1,600円
女性18人、男性8人、計26人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　親子でキャラ弁作り教室を開催しました。日曜日の開催で
したので、定員いっぱいでのスタートとなりました。男の子、
女の子のお子さんとたくさん参加され、お母さんはもちろん、
おばあちゃんと一緒という方も多くいました。
　お弁当におかずを詰めて彩るといったことも、作ったウィ
ンナーの飾り切りなどを利用して、可愛くなるようにうまく
工夫できました。キャラおにぎりを器用に作るお子さんが多
く見られました。
　また、「家でも作ってみる！」「おかずを実践したい！」と
いった声が多く聞かれました。食べたおかずに興味を持って
もらうこともでき、楽しんで作ることができたと思います。
　今回はお父さんの参加が少なかったので、次回はお父さん
が多く参加したいと思うような企画を考えたいと思います。
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05 Active English for the Global Citizen with Sierra
～シエラと一緒にグローバルな英語を学ぼう！～

旅行に役立つ英語や各国の文化の違いなどを学ぶ英会話教室。
講師：Sierra Arlidge（シエラ アーリッジ）さん　（英会話講師）

LiberDade（リベルダージ）
TEL：080-7019-2573（サカイ）
E-mail：liberdade_fuk@yahoo.co.jp

平成27年7月5日（日）、8月2日（日）、9月6日（日）
研修室Ｂ
1,700円／3回
女性72人、男性8人、 計80人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　Global Citizen（地球市民）を目指して、Activeに行動して
いくことを目的とした英会話教室です。
　Global Citizenになるためには、英語もさることながら、各
国の文化の違いやジェンダーにまつわる様々な問題を知って
いなければ、真のGlobal Citizenとは言えません。ノーベル平
和賞を受賞されたマララさんの父親のスピーチや、日本の
ジェンダー平等指数などを題材にして、英語とジェンダーに
ついて学びました。
　３回連続講座が終わった後も続けてほしいという要望があ
り、現在も自主活動として月２回開催しています。今後もみな
さんに、英語とジェンダーを楽しく学んでいただきたいと思
います。

06 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～

ワークショップとカウンセリング。
【第１回】7/11  職場で悩んでいるあなたへ
【第２回】9/26  働き方を考えているあなたへ
【第３回】11/21  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(J’s)
TEL：090-8413-3106（安藤）
FAX：092-761-6075
E-mail：jjclub_entry@yahoo.co.jp

平成27年７月11日、９月26日、11月21日（全て土曜日）
研修室Ｃ
500円/回
女性19人、計19人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　女性や若者の自律と自立を支援するキャリア・コンサルタ
ントのグループで、働いている女性の悩みや不安に寄り添う
ための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」の名の通り、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、自己の働き
方を振り返ってみました。特に今回は、怒りのコントロールの
仕方や、モデルケースの事例検討など、新しいグループワーク
の手法も取り入れ、内容の充実を図りました。
　女性は独身・既婚、子どもがいる・いない、正規・非正規など
分断されてしまいがちですが、個別の問題と内在化するだけ
でなく、社会のしくみや制度、慣習の問題にも着目し、共通の
課題を見出すことができました。
　すべての働くの女性が活躍できるために今後も課題の発信
をしていきたいと考えています。
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07

08

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～

LGBT(性的マイノリティー)について共に学び、語り合う会。
講師：吉岡　剛彦　さん（佐賀大学文化教育学部准教授）

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

平成27年7月19日、10月18日、平成28年1月17日(すべて日曜日)
視聴覚室
500円/回
女性70人、男性43人、その他9人、 計122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、セクシャ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」を中心に学びを深
め、様々な意見交換が具体的にできました。LGBTの制度的問
題や教育現場での問題、さらには当事者と家族の問題など、さ
まざまな分野での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。セクシャルマイノリティの現状や対策を広く
知っていただき、今後の展望を感じていただけたと思います。
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。

「もっと早く知りたかった！
　　　　　　　健康になる姿勢の話」

姿勢が良くなるコツやストレッチなど健康に役立つ講演会。
講師：碓田　拓磨　さん（早稲田大学講師）

ハッピーエレガンス
URL：http://happy-ele.jimdo.com
E-mail：irimani4066@gmail.com

平成27年７月19日（日）
音楽室
2,000円
女性28人、男性４人、計32人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　「もっと早く知りたかった！健康になる姿勢の話」と題し、
多数の著書やメディア出演も豊富な早稲田大学「姿勢と健康」
講師、碓田拓磨さんを東京からお招きし、姿勢が良くなるコツ
を教えていただきました。
　とらされている姿勢から使う姿勢へというテーマで立ち
座、イスの正座、引き座、キャットストレッチ、机に向かうとき
のコツを実践しました。
　「先生の話がおもしろく、わかりやすく、感動しました。」「軽
快な話であっという間でした。」「日々の生活に取り入れやす
いと思いました。」と楽しく分かりやすかったとの声が多く、
参加者の満足度が高い講演会になりました。
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09 ゲームで学ぼう！
家族といっしょにお金のべんきょう

ゲームで学ぶ、子ども向けのお金の講座。

FP-shushu
TEL：090-6777-1682（平野） 
FAX：092-555-5823（宗）
E-mail：fp-shushu@kxb.biglobe.ne.jp

平成27年7月24日（金）、8月8日（土）
研修室Ｂ
500円
女性23人、男性14人、計37人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　人生設計を立て実行するには早い方が望ましく、日本でも
ようやく小学生からのパーソナルファイナンス教育が動き出
そうとしています。その一助として企画し、夏休みを利用して
大人と一緒に体験学習を実施しました。オリジナルのゲーム
を作成しゲームを進行しながら小遣い帳の付け方や預金、
ローンの仕組みを学び、また必要なもの欲しいものの仕分け
や所持金の管理を体験してもらいました。
　定員をオーバーしたためやむなく参加できない方もあり、
今回のテーマへの意識の高さを実感しました。対象を小学生
としたため一年から六年まで知識に開きがあり講義のレベル
に戸惑いました。反面、兄弟での参加も多く今後の課題となり
ました。

10 お父さんとお母さんのための
遺言・相続セミナー

成年後見制度と家族信託に対応した遺言・相続セミナー。

遺言・相続・後見お世話人センター
TEL：050-3502-1521
FAX：050-3502-1521
E-mail：isss.mizuta@cyber.ocn.ne.jp

平成27年８月２日（日）、９月６日（日）、10月４日（日）
研修室Ｃ
500円／回
女性30人、男性10人、計40人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　超高齢社会がすすむなか、認知症の高齢者も増加し、社会問
題になっています。これと並行して相続問題もトラブルにな
る家族が増えています。マスコミで報道されている事件など
を交えて事例を検討していく方式で、分かりやすく相続問題
と成年後見制度をお話させていただきました。
　参加者の方々の関心は高く、参加申し込みの段階からセミ
ナーで聞きたいことをメールやFAXで送ってこられる方も多
くいらっしゃいました。ただ、自分にとってはまだまだ先のこ
とだと勉強のために参加される方も多く、今後のセミナーの
内容をより深くする必要があると感じました。
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11

12

親子deおこづかいゲーム

お金の仕組みや大切さ、おこづかい帳のつけ方などを
学べるすごろくゲーム。

キッズマネースクール ゆめたまご
TEL：092-402-7707（中村）  FAX：092-402-7709（中村）
URL：http://moneyschool-yumetamago.com
E-mail：nakamura@yumetamago.com

平成27年8月19日（水）、26日（水）
視聴覚室
1,000円／回
女性14人、男性6人、計20人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　ボードゲームをオリジナルで制作して、子どもたちが楽し
みながら「おこづかい」について学べるような仕組みを作りま
したが、大成功でした。保護者の評判も良くまた次回も参加し
たいとの声も多くいただきました。子どもへの金銭教育は、保
護者の関心がとても高く、開催して本当に良かったと思いま
す。
　子どものうちから金銭管理の習慣をつけることは大切だと
思いますので、今後も継続して行っていきたいです。次回は保
護者向けに、社会保険や税金について勉強会も同時開催して、
男女共同参画の推進につなげたいです。

男性の料理

実践しやすい栄養ついての講演と身近にある
季節の食材を使った男性対象の料理教室（初心者対象）。

すこやかグループ
TEL：090-7531-0308（猪俣）
FAX：092-573-6070
E-mail：sukoyaka-mitsuko914@ezweb.ne.jp

平成27年9月12日（土）、26日（土）
料理実習室
1,700円／回
男性38人、計38人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　今、日本は健康長寿世界一と言われていますが、男女の平均寿
命には開きがあります。男性も健康であるために、正しい食べ方
を学んでいただきたいと思い企画しました。一日目は「バランス
の良い食事で健康長寿」、二日目は「塩分控えて高血圧予防」とい
うテーマでの講話を行いました。初めて参加された方は、「食べ
方がわかってよかった。」「塩分加減は難しく、醤油をついかけ過
ぎることに気をつけたい。」と反省されていました。以前から参
加されている方は、「家庭で料理を振る舞い、大変喜ばれたので
これからも喜んでもらいたい。」と話されていました。
　男性の自立は料理からです。簡単なおつまみから始めて、家族
に喜ばれる料理を作りながら、レベルアップしてこれからを楽
しんでもらいたいと思っています。
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13

14 食生活で更年期障害を乗り切ろう！

更年期障害を乗り切るためのアドバイスや食材の
栄養や成分などを伝授する料理教室。
講師：山口　ユウコ　さん（栄養士）

ＮＰＯ女性おひとりさまの会
TEL：080-1760-5475（曽根田）  FAX：092-324-5490（曽根田）
URL：http://joseiohitorisamanokai.web.fc2.com
E-mail：kinuchan1007@yahoo.co.jp

平成27年10月1日（木）
料理実習室
1,800円　
女性6人、計6人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　食生活を整えて、「元気で長生きを目指しましょう！」と、健
康と体質改善をライフワークとしてご活躍中の山口先生に料
理教室を開催していただきましたが、支援決定から開催日ま
での期間が短く、広報活動が十分にできませんでした。次回
は、この失敗を踏まえて計画を立てたいと思います。
　料理教室に参加していただいた6人の方たちは、レジスタン
トスターチの効果など聞きなれない言葉が出ましたが、生活
習慣病予防に是非、取り入れたいとおっしゃられ、普通の料理
教室とは違いましたと、とっても喜んでいただきました。今後
は、定期的にテーマを変えて料理教室を開催していく予定で
す。

『ソビエト料理』

ソビエト料理を作り、国際交流を行う料理教室。

デブチャタ
TEL：090-1162-5576（中井）
FAX：092-522-0885（中井）
E-mail：hanaemii@mail.ru

平成27年９月15日（火）、10月８日（木）
料理実習室
1,500円／回
女性15人、男性２人、計17人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　「ソビエト料理」は、様々な国の様々な味がある料理です。自
分では食べたことのある国の料理を多くの人たちと考えなが
ら一緒に作って、楽しく国際交流を行いました。
　ロシアのピロシキやウズベキスタンのダモラマを参加者の
みなさんと作って食べました。参加者からは「美味しかった。」
「簡単に作ることができた。」「家でも作りたい。」という声があ
りました。「みなさんに違う料理を教えてあげたい。」と思いま
した。そして、作った料理の中から一品でも好物になったら、
講師として何より嬉しいです。
　国が違っても、心を一つにして、今後も楽しくふれあいなが
ら、「ソビエト料理会」を続けたいです。
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16

パパ＆ママのためのバランスボール講座

赤ちゃんを抱っこしながらできる
バランスボールエクササイズとシェアリング。

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

平成27年10月3日、12月5日、平成28年1月30日（全て土曜日）
軽運動室Ｂ
1,500円/回
女性21人、男性18人、赤ちゃん12人、計51人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　産後うつ・児童虐待・夫婦不和など、家族を揺るがす最初の
きっかけは「産後」に起こっています。これを女性だけの問題
とせず、家族の問題、社会の問題としていくためには、男性に
も産後ケアを知っていただくことが大切ということで、夫婦
のための講座を企画しました。
　３回とも同じ内容でしたが、どれもキャンセル待ちが出る
ほどでした。アンケート結果も「また企画して欲しい」という
男性の声がとても多かったことを明記しておきたいです。産
後ケアとしてだけでなく、夫婦での対話の潤滑油としても、バ
ランスボールは大変有効であることがわかりました。

ママゴスペラーズ　音楽祭

子育て中のママたちによるゴスペルコンサート。

ママゴスペラーズ
TEL：090-1814-1337（下倉）
FAX：092-984-16171（下倉）
URL：https://www.facebook.com/mamagospelers

平成27年10月8日（木）
ホール
無料
女性135人、男性5人、計140人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　子育て中のママたちがイキイキ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、慌た
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。結果、130名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の支援を受けたお陰で、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
努めていきたいと思っています。ありがとうございました!
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［主　　催］
［問 合 先］

映画「マンマ・ミーア！」上映会
～シングルマザーの生き方を語ろう～

映画「マンマ・ミーア！」上映会と交流会。

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：092-771-7325（大戸）  FAX：092-771-7325（大戸）
URL：http://smff.sakura.ne.jp/
E-mail：smffuk2008@spice.ocn.ne.jp

平成27年10月12日（祝・月）
視聴覚室
無料
女性14人、計14人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　多くのシングルマザーの参加を意図して初めての映画上映
会を実施しました。未婚シングルマザーに育てられた娘が、偶
然見た母の日記から自分の父親候補が3人いることを知り、母
親に内緒で母の名前で結婚式に3人を招待したことから20年
の歳月を経たドラマが展開。未婚で出産したことを母、娘がそ
れぞれ思い返し、お互いにかけがえのない存在であることを
確認します。エーゲ海の小島が美しく、ＡＢＢＡの名曲にのせ
て、パワフルでエネルギシュな女性がたくさん登場して元気
をもらえました。
　参加者からは、「面白かった。日本と結婚観や価値観が違っ
てうらやましく感じた。」「ラストで母親の結婚という結末は
なくてもよかった。」など、自分がひとり親だったころの話も
出て、活発に意見交換がなされました。

「女流」作家塾　初級

シナリオ・脚本・小説を書きたい人に役立つプロット入門。

花野組
TEL：070-5690-1258（花野）
URL：http://www.hanano-j.com
E-mail：miu@hanano-j.com

平成27年10月23日（金）～12月25日（金）
研修室Ｃ
10,800円/６回
女性90人、計90人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　２年前にご好評いただいた女流作家塾を再び開講しまし
た。多くの方が経験もないけれど…と軽い気持ちで参加した
のに「800字以内であらすじ（プロット）を書く」という難しい
宿題に戸惑った方もいたでしょう。「小説や脚本」に明確な
ルールがないと思っていた方も多かったと思います。しかし、
スポーツにもルールがあるように「楽しく書く」「生き生きと
描く」「長編を最後まで書く」ためにはプロットという、基本
ルールを学ぶ必要があるのです。女流作家塾は「楽しく自由に
書くためのルールを学ぶ塾」です。実際に小説家デビューした
方もいます。今後も多くの女性にシナリオや小説を書く魅力
を伝えられるよう活動を続けていきます。
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ママライター養成講座2015

文章力を身につけ、書く仕事をしたい女性に役立つセミナー。
講師：晴野　まゆみ　さん
（㈱チームふらっと代表取締役社長・編集長）

フォーレンシス
TEL：090-9577-1039（山下）
URL：https://www.facebook.com/forrensis/
E-mail：forrensis@gmail.com

平成27年10月29日（木）、11月26日（木）、12月10日（木）
視聴覚室
1,000円/回
女性116人、計116人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　結婚、妊娠、出産、育児、介護、転勤など、女性はライフステー
ジが変わると就労状況が大きく変わります。素質や技術を持
ちながらも、就職は難しいと諦めがちな傾向は社会問題でも
あり取り組むべき課題でもあります。働き方には就職や起業
の他にも「フリーランス」という選択肢があることを提案し、
女性のスキルアップと社会復帰を「文章力」「書く仕事」を通し
て支援してく事業として4度目の実施となりました。具体的な
方法として、育児中の女性でも挑戦しやすい在宅を中心とし
たライティングの仕事を、実践型で学んでいただきました。毎
日新聞、RKBラジオなどのメディアに「ママ達が求める新しい
ワークスタイル」として取り上げられました。

遺言・相続・成年後見制度の基礎セミナー

遺言・相続・成年後見制度について学ぶセミナー。
11/11  遺言・相続の基礎セミナー
11/19  成年後見制度の基礎セミナー

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

平成27年11月11日（水）、19日（木）
研修室Ｃ
500円
女性12人、男性３人、計15人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　高齢社会で女性が安心した老後を過ごせるように、将来起
こる相続に備え、遺言・相続・成年後見制度の基礎セミナーを
通じてやさしくお話する企画です。セミナーは２回実施しま
した。第１回目は遺言・相続の基礎セミナー、第２回目は成年
後見制度の基礎セミナーをそれぞれ午後１時半から３時まで
行い、各回７～８名の方にご参加いただき、大変喜んでいただ
いたものと思います。
　ただ、成年後見制度は複雑で範囲も広く、難しい部分もあっ
たようです。それでも、この制度の概略はご理解していただい
たものと思います。今後もこのようなセミナーを開催し、より
多くの方々に理解を深めていただけるよう頑張っていきたい
と思います。



21

●イベント部門（補助金なし）

イ
ベ
ン
ト
部
門（
補
助
金
な
し
）

21

22

子どもへの性の伝え方講座

性教育の現状や子どもに性について伝えるときに役立つセミナー。

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

平成27年11月14日（土）、平成28年1月16日（土）
視聴覚室（第１回）、研修室ＡＢ（第２回）
1,500円/回
女性44人、男性10人、赤ちゃん６人、 計61人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　子どもの性被害など、子どもたちを取り巻く性の状況に不
安を持たない親はいないと思います。というのも我々自体が
きちんと性教育を受けてこなかったからです。すべてを学校
教育に求めることは不可能ですし、なにより、見本となる私た
ち大人が抱える性の問題も見てみぬ振りをしてしまっている
のが現状です。
　「子ども」という視点で、現在の性の状況、性教育のあり方を
学びながら、親としてどう伝えるか、どうありたいかを学ぶ講
座を実施しました。参加者からは、「自分たちも、夫婦のこと
も、もっと考えたい」と、「今度は「大人の性教育」もやって欲し
い」という要望も出ているので、来年度、検討したいです。

「第５回ストプロ★フェスタ」
生きづらい人、支えたい人、全員集合！

貧困や孤立状態にある若者の存在と、
支える人・伴走者の大切さを伝える講演会。
講師：大山　寛人　さんなど

一般社団法人ストリート・プロジェクト
TEL：092-414-1115（坪井）  FAX：092-414-1115（坪井）
URL：http://street-project.org/about/
E-mail：Stpro2010@gmail.com

平成27年11月23日（月）
４階ホール
無料
女性110人、男性60人、計170人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　ストプロ・フェスタは貧困やネグレクト等で困難な状況に
いる若者の存在と現状をなるべく多くの人に知ってもらい、
援助を呼びかけるための社会啓蒙活動です。今回は困難な状
況に陥らざるを得なかった当事者の大山寛人さんや実際に援
助活動を行っている中本忠子さんの講演、また深谷裕先生か
らの学術的な考察で理解を深めていただきました。
　既にメディアに取りあげられている中本さん、大山さんを
お招きしたので、参加者も多く、複数のメディアから取材を受
け、また講演の内容も充実していたので大変手応えを感じて
います。今後も今回のように多くの人に興味を持ってもらい、
参加してもらえるような活動を行っていこうと思います。
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シニア世代の暮らし方

シニア世代の財産管理や医療、
介護にかかる費用などについて学ぶ講座。

FP-shushu
TEL：090-6777-1682（平野）
FAX：092-555-5823（宗）
E-mail：fp-shushu@kxb.biglobe.ne.jp

平成27年11月26日（木）
研修室Ｂ
500円
女性7人、男性1人、計8人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　シニア世代の暮らし方と題し、老後の金銭面や住まいにつ
いて具体的に考えてもらうことを目的としました。老後の生
活に不安を抱いている方は多く、その多くがお金についてで
す。その中でも最も大きな費用である住まいと介護について、
具体的な費用の目安を実例を交えてお話しました。
　後半では今後の収支の試算の仕方や管理の仕方を勉強して
いただき、今後不安なく暮らしていくにはちゃんとプランを
立て、家族と話し合って指針を決め、収支を試算して対策を立
てるべきとお話しました。自分のライフスタイルを見直す
きっかけとなった等の意見もいただきました。今後も皆様の
不安を少しでも軽減できるよう、活動を続けて行きたいと思
います。

家事家計講習会

家計簿のつけ方や予算の立て方について学ぶ講習会。

福岡友の会
TEL：092-562-8263（靍）
FAX：092-562-8263（靍）
E-mail：tsuru006tukikyabe@yahoo.co.jp

平成27年11月29日（日）、12月５日（土）
ホール(第1回)、研修室Ａ(第2回)
400円(第1回)、無料(第2回)
女性74名、男性２名、計76名

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　『家庭は簡素に社会は豊かに』という思いで活動していま
す。そのひとつとして家計簿の大切さを伝え、家計簿を広めた
いと行いました。会員の収入、支出を書いた表を使って生活の
様子、家計に対する思いを話しました。
　また、食事の大切さを伝えるために何をどれくらい食べた
ら良いかを、食材を見せながら話しました。参加者の中には家
計に対する不安がある人、家計簿をつけたいという人も多く、
わかりやすく勉強になりましたという声が聞かれました。
　初めて日曜日に開催したことで、仕事を持つ人にも来ても
らうことができました。後日、家計簿のつけ方講習に５人参加
され、熱心に取り組む姿がありました。これからも連絡をとっ
てフォローしていきます。
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ママの就活セミナー
自己発見編＆子ども講座

子育て中のママの就活セミナーと子ども向け講座。

福岡県ママのキャリアセンター
TEL：090-7474-2097（藤高）
URL：http://mamacareer.org
E-mail：info@mamacareer.org

平成27年12月１日（火）、11日（金）、24日（木）
研修室Ｂ、音楽室
1,500円/回（4,000円/３回）
女性42人、男性12人、計54人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　子育てとキャリア形成が両立できる社会を目指して、ママ
の就活セミナーと子どもの文化教育を同時進行しました。
　性格診断・同じような立場の方との交流・法律知識の勉強・
ロールモデルゲストによるスピーチ等、内容をバランス良く
設定したことで、多くのママたちに「社会復帰への第一歩」と
して、きっかけづくりができました。
　また、託児で預かる子どもたちが同時に絵画や音楽を学べ
るシステムが好評で、また参加したいとの声をたくさんいた
だきました。
　今後も子育て中の人々の社会進出を支援するため、また子
どもの健全育成に寄与するため、企画や運営を工夫していき
たいと思います。

自分を好きになるコミュニケーション術

自分も相手も大切にしたコミュニケーションを学ぶ講演会と
ワークショップ。
講師：森田　汐生　さん（アサーティブジャパン代表理事）

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

平成27年12月５日（土）
ホール
1,000円
女性98人、男性14人、計112人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　私たちの会は、お母さんの話を聞いて子育てに寄り添って
います。その悩みのほとんどは身近な人との対人関係です。問
題解決の方法としてアサーティブを学びました。「あなたはそ
れでいい。表現すること、自分の思いを伝えることはＯＫだ
よ」。そのうえで、相手の権利を侵害することなく、誠実に、率
直に、対等に、自分の気持ちや要求を表現するのがアサーティ
ブです。午前の２時間はチェックリストで自己点検、２人一組
でワークをしながらの講義形式。午後３時間は３人一組の
ロールプレイで実際の問題を紐解きました。３年間ずーっと
悩んでいたことが解消されたという方もいらっしゃいまし
た。今後も子育て中のお母さんを応援する企画をしていきた
いです。
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みんなで遊ぼう「親子広場：クリスマス」

お話会やバルーン、折り紙、おもちゃなどで
親子の楽しい時間を過ごすイベント。

ぼらんてぃあグル-プ「スワンの会」
TEL：090-3799-2473（関）
FAX：092-516-6222(関)
E-mail：yuuto.24sekibaba@gmail.com

平成27年12月20日（日）
ホール
300円（1家族）
女性61人、男性28人、計89人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　男女がともに家庭と育児、そして仕事を両立しながら次世
代の子どもを育成していく上で、私たち「スワンの会」が、楽に
なる子育てのヒントを提案し、支援していくことを目的とし
て企画しました。家族単位での申し込みとしたため、お父さん
方の参加も多く、まさに「男女共同参画社会つくり」の目的に
あてはまりました。
　クラフト、折り紙、絵本、おもちゃ、お花紙おり、スタンプ、あ
な空けカード作り、バルーン、子育て相談コーナーなど、親と
子の遊び場つくり、遊びの空間作りに役立ち、ゆっくりとした
時間が流れました。親と子のひろば「はらっぱSUN」の協賛を
得て、参加者から「こんな親子の空間を求めていたんです。」と
の好評をいただきました。来年度も開催希望です。

With you Kyushu 2016
～あなたとブレストケアを考える会～

乳がん患者さんとその家族のサポートをするための講演会＆コンサート。

With you Kyushu 2016
TEL：092-283 -8150（宮嶋）
FAX：092-283 -8156（宮嶋）

平成28年1月31日（日）
全館
500円
女性122人、男性3人、計125人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　乳癌患者さんとその家族をサポートするためにWith you 
Kyushu2016－あなたとブレストケアを考える―を行いまし
た。県内外を問わず、九州各地からも120名近くの乳癌患者さ
んや、その家族の方に参加いただきました。
　分科会ではボランティアの医療スタッフも加わり、乳癌に
なって誰にも相談できずに悩んでいた患者さんも同じ経験を
した方と話をするだけで不安が和らいだとの意見もありまし
た。小島さんと道家さんのお二人によるヴァイオリンとピア
ノの素晴らしい演奏に、参加した皆様も酔いしれたご様子で
した。また岡部さんに安全でわかりやすいヨガを解説いただ
きながら、椅子に座ったままでも行うことができるポーズを
指導いただき会場一丸となって実践しておりました。今後も
With you Kyushuでは、乳癌患者さんとその家族がともに当
たり前の生活を送れる社会を目指し、活動を続けていきたい
と思います。
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パパ・ママ・ベビーの為の音楽会＋座談会
『ハープの調べ』

ハープの演奏会と育児についての座談会。
演奏者：HaRuRu（はるる）　さん

ベビスタ☆
TEL：090-8621-4782（神門(こうど)）
E-mail：babystudy2015@yahoo.co.jp

平成28年2月1日（月）
音楽室
500円
女性45人、男性9人、計54人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　子連れで気軽に参加できる音楽会、座談会を実施し、計27組
の親子にご参加いただきました。前半はアイリッシュハープ、
後半は座談会を実施し、音楽を楽しむとともに、育児の悩み軽
減を目的としました。
　なかなか聴く機会のないハープの演奏は好評で、実際に
ハープに触れる機会もあったことも喜ばれました。また座談
会では、「気持ちが軽くなった」「育児の手掛かりがつかめた」
等の感想をいただきました。
　今後の取り組みに関しては、グループの目的である性役割
にこだわることなく子どものために学んでいくことをテーマ
にした会、音楽会等を企画していきたいと考えています。

子どものための面会交流
－子どもの自立へ向けて－

子どもの立場で面会交流の意味・重要性を考える講演会とシンポジウム。
講師：山口　美智子　さん（公益社団法人家庭問題情報センター理事）

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：092-734-6573
FAX：092-734-6573

平成28年1月30日（土）
研修室ＡＢ
無料
女性27人、男性11人、その他3人、 計41人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　面会交流とは、離婚や別居等で子どもと離れて暮らす親が、
定期的・継続的に子どもと交流することをいいます。現在の多
様な面会交流が、真に子どものためになっているか、親や関係
者は、面会交流でどのような配慮をすべきか様々な立場から
意見交換を行い、面会交流の理解が一層深まることを期待し
てセミナーを企画しました。
　第一部は、（公社）家庭問題情報センター理事の基調講演、第
二部は、相談室主任研究員と外部の児童専門家を招きシンポ
ジウムを行いました。面会交流を応援する社会的支援も少し
ずつ整備される中、今回のセミナーが、市民の意識・啓発を図
る機会になったことは間違いありません。
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『みんないっしょに育とうよ♪』

インクルーシブ(障がいの有無に関わらず全ての子どもたちが必要な援助を
受ける)教育についての映画上映会と講演会と子ども向けワークショップ。
講師：森　孝一　さん（福岡市発達教育センター所長）

すまいるん♪
TEL：090-2096-7075（林）  FAX：092-928-4667（日高）
URL：http://sumaigarunrun.wix.com/smilen
E-mail：sumaigarunrun@gmail.com

平成28年2月14日（日）
ホール、音楽室、軽運動室B、視聴覚室、研修室ABCD、和室
500円
女性168人、男性93人、 計261人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　インクルーシブな社会を実現するため、障がいの有無に関
わらず、子どもも大人もいっしょに遊び学ぶ体験ができるよ
う、映画上映、講演会、ワークショップを開催しました。映画上
映後の森所長の講演会ではインクルーシブ教育の現状と課題
についてお話いただき、参加者の方々がそれぞれインクルー
シブとは、と考える機会になったと思います。
　ワークショップは年齢や障がいの有無、障がいの種類も
様々な子どもたちが参加し、楽しんでくれていました。これか
らも障がいの有無に関わらず、子どもも大人も楽しめる体験
活動の場を作る活動を続けていきたいと思います。

親子deレッスン～ママは就活、
子ども(＆パパ)はベビー・キッズダンス～

子育て中のママの就職セミナーと子ども＆パパ向け講座。

NPO法人福岡県ママのキャリアセンター
TEL：090-7474-2097（藤高）
URL：http://mamacareer.org
E-mail：info@mamacareer.org

平成28年2月7日（日）
研修室Ｂ、研修室Ｃ
1,500円（事前振込 1,000円）
女性15人、男性8人、計23人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　子育てとキャリア形成が両立できる社会を目指して、ママの
就活セミナーと子どもの文化教育を同時進行しました。12月
は「自己理解」をテーマに行ったので、今回は「仕事理解」へ発展
しました。主婦業と職業能力のリンクや、色々な働き方のメ
リット・デメリット比較を参加型のセミナーで行い、「働くこ
と」に関する興味喚起や仕事理解への第一歩を提供できまし
た。
　また、託児で預かる子どもたちが様々な文化教育を受けられ
るシステムが好評で、「また参加したい」との声をたくさんいた
だきました。子どものプログラム目当てのママにも、セミナー
に参加することで再就職について考えるきっかけを提供でき
ました。今後も企画や運営を工夫していきたいと思います。
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