


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34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、「アミカス記念祭☆2016」のプレ企画として、２企画が実施されました。

　1つめは、昨年に引き続き、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21団体が力を結集した「『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」の皆様が地域における男女共同参画推進の現状等をテーマとし

た講演会を開催されました。

　２つめは、今年度初参加となった「産後ケアで家族の幸せを守るMother’ｓ

@Fukuoka」の皆様が、産後ケアをテーマとした講演会を開催されました。

　どちらの企画も、男女共同参画の推進につながる大変意義のある企画となりまし

た。

　さて本報告書は、平成28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立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の活動を支援していきたいと

考えております。また、市民グループの皆様との連携を強化し、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、この報告書が市民グループの皆様の

活動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 髙本　英一
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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29年

３月11日（土）に実施する。

募集期間

４月１日（金）～５月30日（火）

４月１日（金）～11月30日（水）

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28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

6

6

7

7

8

8

9

頁

男女共同参画で地域力UP！おばちゃんが愛とシャレで世界を変
える！

「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

産後ケアで家族の幸せを守る
Mother's@Fukuoka

福岡映画サークル協議会

ワーキング・ウィメンズ・ヴォイス

NPO法人女性エンパワーメントセンター福岡

NPO法人福岡県ママのキャリアセンター

高齢社会を考える市民・団体連絡会

映画『きみはいい子』から見えてくるもの
ー貧困・虐待の連鎖を断ち切るために、いまできることー

渡辺大地の家族力アップ講座
～オッサンがお産を語る～

「セクハラ」セーフティーネットは機能しているか？

コミュニティ通訳養成セミナー

親子deレッスン ～ママはメイクセラピー、パパ&こどもはXmasクッキング～

おとめばあちゃんの祈り
「オトコの介護～オトンとボクと、時々、オカン～」

イベント部門（補助金あり）

平成28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

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

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

新日本婦人の会福岡南支部親子リズム班

一般社団法人福岡・相続支援センター

長そばの会

一般社団法人ストリート・プロジェクト

ワーキング・ウィメンズ・ヴォイス

福岡友の会

LGBTの家族と友人をつなぐ会 in福岡

NPO法人FFAフォロワーシップ協会

マドレボニータ福岡

お父さんもいっしょに遊ぼう

ゆっくりを楽しもう！子どもと一緒のくらし

そば打ちを家庭の道具でやってみよう

第４回ストプロ★シンポジウム

非正規職シングル女性の社会的支援に向けたニーズ調査報告会から考える

パパ＆ママのためのバランスボール講座

カリスマ行政書士が語る！
家族ではじめる遺言・相続・信託セミナー

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～

話話話(WAWAWA)のコミュニケーション
～自分と他人の魅力発見術～
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

頁企画名 グループ名

FP-shushu

ぼらんてぃあグループ「スワンの会」

北京ＪＡＣふくおか

キッズマネースクールゆめたまご

特定非営利活動法人
博多ウィメンズカウンセリング

マドレボニータ福岡

自律・自立支援倶楽部(J’s)

NPO法人福岡県ママのキャリアセンター

NPO法人森遊会

ぼらんてぃあグループ「スワンの会」

行政書士の会　すまいる

プラン福岡交流会

LiberDade

はぐくみ

ふくおか教育を考える会協議会

一般社団法人ストリート・プロジェクト

福岡友の会

親子deおこづかいゲーム

こころのケア講座

すこやかグループ男性の料理

特定非営利活動法人しんぐるまざあず・
ふぉーらむ・福岡 

こどものための音楽会「オカリナとシンセサイザーのしらべ」
～阿蘇からの風～熊本復興支援コンサート

親子deレッスン
～ママは医療事務&子どもはリトミック～

“平等の文化”を創る　
男女共同参画基本計画　何が変わり、どう生かす？(全3回講座)

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～

ひとり親に役立つ対話のヒント
～あなたが変われば相手も変わる～

英語でヨガ with Adeline
～Empowering Women through Yoga～

自分らしさを大切にしたコミュニケーション
～自分も相手も責めないアサーティブな表現方法～

ゲームで学ぼう！　
家族といっしょにお金のべんきょう

子どもへの性の伝え方講座

親子でワクワク木工体験

家事家計講習会

みんなで遊ぼう「親子広場」

遺言・相続・成年後見制度の基礎セミナー

チベット遊牧民の子ども達と教育

パパのためのベビーマッサージ教室

第６回ストプロ★フェスタ



01 男女共同参画で地域力ＵＰ！
おばちゃんが愛とシャレで世界を変える！ 

谷口真由美さんによる講演会
講師：谷口　真由美　さん（大阪国際大学准教授）
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●イベント部門（補助金あり）

「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28年10月22日（土）
ホール
500円
女性250人、男性27人、計277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
）

　谷口真由美さんは、202030の目標やその意味について、ま
たLGBTや選択別姓について、自身の体験をもとにユーモア
たっぷりに語りかけました。そして「力の弱いもの、声の小さ
いものが大切にされる社会は誰にとっても楽な社会になる。
弱者や少数者の声を一人ひとりが自分のこととして受け止
め、主語を『私』にして、社会に責任を持つことが大事」として、
「おばちゃん目線で『わからないことは分からない』、『おかし
いことはおかしい』と言い、困っている人をほっとけないおば
ちゃん力を発揮していこう」と語りました。ユーモアとパワー
あふれる今回の講演は、地域の男女共同参画推進に向けたお
ばちゃんやおっちゃんたちの底上げにつながったと思いま
す。

02 映画『きみはいい子』から見えてくるもの
－貧困・虐待の連鎖を断ち切るために、いまできること－ 

映画『きみはいい子』上映と講演会
講師：瀬里　徳子　さん
　　 （福岡市こども総合相談センター　子ども支援課里親係長）

福岡映画サークル協議会
TEL：092-781-2817  FAX：092-781-2817
E-mail：steelandsay@sco.bbiq.jp

平成28年10月23日（土）
ホール
一般前売り1,000円　当日1,200円
女性63人、男性39人、計102人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　「虐待」と言っても、人それぞれ受け止める印象が違います。
瀬里さんは、虐待とは何を指すのか？というそもそもから、現
在起こっていること、その要因となっているもの、誰が起こし
やすいのか、どこでどれくらい起こっているのか、どんなサイ
ンが出ているのか、そして何ができるのか、またしなければな
らないのかを具体的な資料をもとに分かりやすく話されまし
た。そして、何人もの方から、「映画の登場人物の心理や行動が
裏打ちされ、理解が深まった。」との感想をいただきました。知
識と感動を共有することを通して、「虐待」が起こらない子ど
もたちの育ちの環境を作ることが大人（地域社会）の責務だと
いうことを学ぶことができたと思います。



03 渡辺大地の家族力アップ講座
　オッサンがお産を語る

渡辺大地さんによる講演会
講師：渡辺　大地　さん（㈱アイナロハ代表取締役）

産後ケアで家族の幸せを守るMother’s@Fukuoka
TEL：090-8405-4570（門谷）
URL：https://www.facebook.com/sangokeafukuoka/
E-mail：sango.happy.fukuoka@gmail.com

平成28年10月29日（土）
ホール
前売り500円、当日1,000円
女性73人、男性38人、その他47人、計158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）

　関東一円で産後家事代行業を経営し、男性講師として父親
学級を日本全国で開催している渡辺大地さんを講師にお迎え
し、夫と妻がしっかりとコミュニケーションを取りながら楽
しく子育てをしていくために必要な知識や考え方を伝授して
もらいました。
　ご夫婦で参加された方々は、対話をしながらお互いの気持
ちを確認する良いきっかけになったようです。また、「夫に聞
かせたい」や「夫以外の男性から話を聞け、男性側の視点がわ
かったので夫に対して気遣いたい」という感想もありました。
ご夫婦で笑顔で帰られる方が多かったです。

04 「セクハラ」セーフティーネットは
機能しているか？　

セクハラをテーマとした講演会とシンポジウム
講師：相原  わかば さん（弁護士）、久  知邦 さん(西日本新聞社会部記者)
　　  仁田  裕子 さん(女性ユニオン東京)

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/index.html
E-mail：wwvfukuoka@yahoo.co.jp

平成28年11月12日（土）
研修室AB
無料
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］

　弁護士、新聞記者、労働組合、被害当事者による問題提起が
あり、セクハラの深刻な実態を共有することができました。被
害者をどう支援し、セクハラのない社会を実現するにはどう
すればよいのか考えあえる場になったと思います。
　セクハラとは何か、その背景や被害者の置かれている状況、
労働組合での取り組み、セーフティーネットの在り方等広く
深く掘り下げることができたと思います。男性や若い人の参
加もありました。
　これからも、女性への暴力を許さない職場・社会を実現する
為にいろいろな場でいろいろな人達と連携しながら活動、取
り組みを進めていきたいと考えています。

～～ ～～
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移住女性を支援するためのコミュニティ通訳を養成するセミナー
講師：岡　多恵子　さん（元福岡市家庭児童相談室相談員）、
　　 村西　優季　さん（NGO神戸外国人救援ネット専任支援員）
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●イベント部門（補助金あり）

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

平成28年11月13日（日）
視聴覚室
1,000円　※移住女性は無料
女性19人、計19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
）

　福岡には６万人を超す外国人が在住していますが、社会的
なサポートが未だ十分ではありません。今回のセミナーでは、
日本語を母語としない移住女性たちの福祉や権利を守るため
に、通訳者・支援者を養成することを目的としました。経験豊
富なお二人の講師をお迎えし、参加型のワークも取り入れな
がら、充実した研修となりました。
　「コミュニティ通訳」という存在と必要性を周知する機会と
なったこと、また、移住女性の参加も多く、彼女たち自身のエ
ンパワーにもつながったことは、大きな成果だと感じます。セ
ミナー修了後、「コミュニティ通訳バンク」に登録した参加者
もあり、今後のつながりと広がりが楽しみです。

06 　 　

おとめばあちゃんの祈り
「オトコの介護　オトンとボクと、時々、オカン　」 

コミュニティ通訳養成セミナー

介護をテーマとした講演会とオリジナル寸劇
講師：藤崎　真二　さん（西日本新聞社生活特報部編集委員）

高齢社会を考える市民・団体連絡会
TEL：090-7982-6511（礒谷）
FAX：092-406-2379（礒谷）

平成28年12月10日（日）
あいれふ10階講堂
300円
女性80人、男性25人、計105人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　「あんたは誰かいな？」と介護する息子におとめばあちゃん
が話しかける寸劇で講演会は始まりました。
　少子高齢化が進み、育児・介護のあり方も様変わりし、男女
で担う時代となりました。医療費、介護費も年々増加傾向にあ
り、国の政策も施設より在宅ケアの充実へと転換を図ってい
ます。そこで地域で暮らす高齢者を支えるための「地域包括ケ
アシステム」を市の担当者から報告、市民へのPRの必要性を
感じました。
　また、３年前から鹿児島の父親を在宅介護サービスの利用
で「仕事」と「介護」を両立している藤崎真二さんによる「介護
は家族のやり直し」という体験談には感銘を受けた参加者も
多いようでした。“明日は我が身”と地域・家族との絆を大切に
思う一日でした。

～～ ～～



07 　親子 de レッスン　ママはメイクセラピー、
パパ＆子どもは Xmas クッキング

ママ向けメイクセラピー＆パパ・子ども向け料理教室
講師：松尾　祐子　さん（メイクアップアーティスト）、
　　  なかしま　ゆみ　さん（食育マイスター）　他

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12月18日（日）
音楽室、料理実習室
メイク＆料理　3,000円、メイクor料理　2,000円
女性23人、男性19人、計42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
）

09

●イベント部門（補助金あり）

　子育て女性に向けて、毎日を生き生きと過ごすためのメイ
クセラピーを開催しました。カラー診断やカウンセリングに
よって、参加者が自分自身の魅力を発見できるように支援し
ました。
　その間、父親には子どもと一緒に簡単な料理に挑戦しても
らいました。簡単なレシピとスタッフの補助により、未経験の
方でも「またやりたい」と思えるように工夫しました。
　対面時はどのご家族もお互いにビックリして喜んでいまし
た。会話の弾む食事タイムになったようです。
　今後も、母親の社会進出と父親の家庭進出、子どもの健全育
成を、色々な角度から支援していきたいです。

～～

～～
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●イベント部門（補助金なし）

イ
ベ
ン
ト
部
門（
補
助
金
な
し
）

01 ステップアップ男女共同参画講座

男女共同参画の基礎からワークショップの具体例、他校区の活動事例まで
学べるお得な講座

福岡市男女共同参画推進サポータークラブ
TEL：090-4359-0544（太田）
FAX：092-564-1210（太田）
E-mail：tiggerpapadesu@yahoo.co.jp

平成28年６月２日（木）、７月８日（金）、７月14日（木）
視聴覚室、研修室AB
300円
女性89人、男性20人、計109人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　今回の実施で４年目となりました。年々参加者が増えてい
ますが今年は男性の参加者も倍増しました。
　校区の活動の参考になるように年度の早い時期に、①企画
立案の参考になる基礎講座、②寸劇や新聞づくりという具体
的なワークショップ体験、③3つの校区の事例紹介と意見交換
という3回連続の講座としています。事例紹介では今年は長
丘、室見、吉塚の3校区にお願いしました。
　いずれの回も、「大変勉強になった。」「とても分かりやす
かった。」「参考になった。」「本音がでた。」「楽しく受講でき
た。」「自校区に持ち帰りたい。」「他校区の委員の皆さんと話が
できてよかった。」とたくさんの感想をいただき、校区の皆さ
んの意識もさらに高まっていると感じられました。

02 お父さんもいっしょに遊ぼう

親子を対象にしたわらべうた遊びや絵本の読み聞かせ

新日本婦人の会　福岡南支部親子リズム班
TEL：080-6450-2280（樋口）
FAX：092-522-1996（樋口）

平成28年６月15日（水）
音楽室
300円
女性５人、男性３人、その他７人、計15人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　わらべうた遊び等を通して、親子の絆を深め、心もからだも
健やかで、情緒豊かな子どもに育つことを願って、楽しくゆっ
たりとしたひとときを過ごしました。
　親と子どもが１対１でする遊びで、まだお話ができない乳
児にとって、わらべうた遊びや子守歌はかけがえのない言語
的刺激になります。おなじものを繰り返し歌ったり、ひとつの
ものを長く聞いたりすることは、お話に近いものを示してい
ます。
　顔遊びや膝のせ遊び、ゆれたり、全身をくすぐったり、親子
で楽しい時間を過ごす姿が印象的でした。
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●イベント部門（補助金なし）

03 そば打ちを家庭の道具でやってみよう

家庭にある道具を使った初心者向けそば打ち教室

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

①平成28年６月19日（日）、②７月10日（日）、③８月21日（日）、④９月11日（日）
料理実習室
①②1,500円、③④2,000円
女性13人、男性29人、計42人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　①そば打ちは３人分なら家庭の道具でもできることを体験
していただくこと、②段階の世代の特に地域につながりの少
ない男性がそば打ちを身につけることで地域デビューのきっ
かけになることを目的に実施しました。今後もこの目的を達
成するために、公民館等で実施している活動を拡充し、継続し
ていきます。
　長そばの会は、アラカン年代の人を中心に、会員は70名で、
南区を中心の福岡一円の施設やイベント等でそば打ちを行っ
ています。
　活動の場はたくさんあるので、今後も地域で活動する人材
の発掘を目指して展開していきたいです。

04 第４回ストプロ★シンポジウム

「子どもの支援」をテーマにした講演会とシンポジウム
講師：千葉　喜久也　さん（東京有明大学准教授）

一般社団法人ストリート・プロジェクト
TEL：092-414-1115 （坪井） FAX：092-409-9230 （坪井）
URL：http://street-project.org/
E-mail：stpro2010@gamil.com

平成28年６月25日（土）
ホール
500円
女性20人、男性９人、その他２人、計31人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　ストプロ★シンポジウム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生きづらさの現状をなるべく多くの人
に知ってもらい、理解を深め、共に考えていただくための社会
啓蒙活動です。
　今回は長年にわたり若者の支援に携わる千葉喜久也先生の
講演と現役看護師として困窮を乗り越え働く若者の指導をす
る早田美保ストプロ理事からの報告、そして、無料高認塾(旧
大検)の第１期生で、現在介護職についている卒業生による初
めての体験発表などもあり、多くの参加者に現状を理解して
もらえたものと思います。

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）

イ
ベ
ン
ト
部
門（
補
助
金
な
し
）

05 非正規職シングル女性の社会的支援に
向けたニーズ調査結果から考える

非正規職シングル女性の社会的支援のニーズ調査結果報告
講師：野依　智子　さん（福岡女子大学教授）

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28年７月９日（土）
研修室AB
無料
女性39人、男性６人、計45人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　横浜市・大阪市・福岡市の3都市圏で、ウェブアンケートとグ
ループインタビュー(対象者は35歳から54歳の非正規職シン
グル女性)による社会的支援に向けたニーズ調査が行われ、報
告書が出されています。調査に関わった野依福岡女子大教授
から報告を受け、彼女たちが置かれている状況や、どんな支援
を求めているかを、参加者で共有し、解決へのヒントを探りた
いと企画しました。
　グループワークは大変有意義で、自分自身や家族に関わる
問題として、広く知らせることや、社会的支援の必要性が多く
の参加者から発言されました。
　今後、自分たちでやれること、行政に求めていくことを整理
し、「非正規問題」への取り組みを強めていきます。

06 ゆっくりを楽しもう！子どもと一緒のくらし

子育てに役立つ食事作りやお片づけの方法を学ぶセミナー

福岡友の会
TEL：092-522-8788（福冨） FAX：092-522-8788（福冨）
URL：http://f-tomonokai.jp/
E-mail：fukutomo-174@osu.bbiq.jp

平成28年７月13日（水）、７月27日（水）
視聴覚室
100円
女性22人、その他５人、子ども21人、計48人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　女性も仕事を持つ時代に「ワークライフバランス」を意識
し、家事も子育ても男女で共に担ってほしいと企画しました。
若いお母さんと幼い子どもたち、それに子育てに関心のある
お祖母様世代の方に大勢参加していただき嬉しかったです。
　一回目は子どもの生活リズムの大切さからすぐに役立つ食
事作りの段取り、下ごしらえの仕方を伝え好評を得ました。二
回目は物の置き場所を決め、身近なもので引き出しを仕切っ
て整理する方法を実習を交えてお伝えし、喜ばれました。
　次回は父親も一緒に参加できる講座を企画して、子育て世
代を応援する活動を続けたいと思います。
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●イベント部門（補助金なし）

イ
ベ
ン
ト
部
門（
補
助
金
な
し
）

07 　

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)について学び、語り合うセミナー
講師：佐々木　小夜子　さん（産業カウンセラー）、
　　  吉岡　剛彦　さん（佐賀大学文化教育学部准教授）　他

LGBTの家族と友人をつなぐ会 in 福岡
TEL：080-5200-4628（古野）
URL：http://lgbt-family.or.jp/
E-mail：fukuoka＠lgbt-family.or.jp

平成28年７月17日（日）、10月16日（日）、12月18日（日）
視聴覚室
500円
女性67人、男性45人、その他11人、 計123人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　７月・10月・12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
題や就労現場での問題、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。

08 　

話話話 (WAWAWA) のコミュニケーション
　自分と他人の魅力発見術

自分や他人の魅力を発見するためのコミュニケーションワークショップ

NPO法人 FFAフォロワーシップ協会
TEL：092-586-0648（福島） FAX：092-586-0648（福島）
URL：http://ffa-followership.net/
E-mail：kenji_230527_ohmuta@yahoo.co.jp

平成28年７月31日（日）
研修室Ｂ
1,000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］

　職場、近所づきあい、婚活パーティ等出会いの場はあるけれど、
せっかく出会っても、そこから親しくなるのは難しいと感じてい
る人も多いはず。このセミナーはそんな人のための「はじめまし
て」の次のステップのヒントになるコミュニケーションのワーク
ショップとして企画しました。
　受講者にワークとして実施前と実施後に同じ人で会話をして
もらいました。感想を伺ったところ、ワーク実施前は初めての人
であり緊張したけれども、実施後は以前から知り合いであるよう
な感じで話すことができたという所見をいただきました。自己紹
介と他己紹介及び総当たりインタビューというワークは、従来の
一緒に食事をしたり、ゲームをするやり方と比べ参加した人の人
なりをよく理解することができるとともに、自分は気づいていな
い自分の魅力を知ることができる方法であることを確信しまし
た。
　今後は、実際に何か目的を持ったグループに対して、このセミ

～～ ～～

～～ ～～
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●イベント部門（補助金なし）

イ
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ン
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09

10

カリスマ行政書士が語る！
家族ではじめる遺言・相続・信託セミナー

老後の終活・遺言・相続対策に役立つセミナー

一般社団法人 福岡・相続支援センター
TEL：090-7920-5950（水田） 　
FAX：050-3502-1521（水田・山田）
E-mail：info@yuigon-jyuku.com

平成28年８月７日（日）、10月2日（日）、12月４日（日）
研修室Ｂ
500円
女性36人、男性24人、計60人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　ますます進む超高齢社会の中で、家族と共に安心して老後
を迎えることが難しい時代です。親の財産を子どもに引き継
ぐことで老後を看てもらうというモデルが崩れてしまってい
ます。さらに兄弟間で相続財産をめぐり争うことが、急激に増
えています。親世代は子どもたちが争わないように元気なと
きから、相続対策を立てることが必要です。
　また、親の老後は子どもたちに頼らないで、自分でその対策
を立てる必要があることを自覚する必要があります。そこで、
成年後見制度を使って、子どもたちに託するのか、それとも第
３者に依頼するのか決める必要があります。今回の講座に参
加された方々には、それぞれにご理解が進み安心の老後のお
役に立てたと考えています。

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

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

平成28年８月20日（土）、11月26日（土）
軽運動室Ｂ
1,500円
女性14人、男性10人、計24人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　「夫婦で一緒にこんなに楽しく汗をかけたのは初めて」と
いった声が多く聞かれました。また、男性は女性以上に運動不
足であったり、リズムに乗って動くというのは苦手な方が多
いので、毎回みなさん爆笑しながらご夫婦でエクササイズさ
れていました。
　セミナー受講後、「あの日以降、夫がバランスボールには
まっています」という声もよく聞きます。シェアリングでは、
「夫婦でいつもなかなか話せない話ができた」「話をする大切
さに気づけた」「他のご夫婦の話が参考になった」など、たくさ
んのご夫婦が変化のきっかけになったようです。
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●イベント部門（補助金なし）
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11 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：092-512-3492（宗）

平成28年８月21日（日）、８月28日（日）
研修室Ｂ
1,000円(子どものみ)
女性13人、男性11人、計24人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　小学生の頃からお金の使い方について学んだり考えたりす
ることは、社会人になってとても役に立つと思い企画しまし
た。昨年同様ゲームを中心に楽しみながらおこづかい帳のつ
け方、貯金、ローンの体験をしてもらいました。また、講義で
は、家族が働いてくれたお金で生活できていることや、限られ
た資金をやりくりしなければならないことを説明し、子ども
たちにお金の大切さを理解してもらえました。
　実施後のアンケートでもお金の勉強に対する関心が高く、
このような講座のニーズを実感しました。今後も夏休みを利
用して同じ内容の企画を継続したいと思います。また、少しレ
ベルアップした内容の企画も考えていきたいです。

12 こどものための音楽会「オカリナとシンセサイザーのしらべ」
　阿蘇からの風　　熊本復興支援コンサート

あかちゃんも参加できる音楽会
講師：Viento（吉川　万里　さん、竹口　美紀　さん）

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

平成28年８月26日（金）
ホール
500円
女性189人、男性34人、計223人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　あかちゃん連れで入場できる音楽会が少なく、小さな子ど
もたちに本物の楽器の音を聴かせたいと思い、阿蘇で活動す
るVientoさんと一緒に、あかちゃんも参加できる音楽会を開
催することを約束していました。
　しかし、４月に熊本大地震があり、演奏者が被災され、避難
所での生活を送ることになりました。ぼらんてぃあグループ
は、熊本復興支援をしようと夏休みの時期に開催することに
しました。
　オカリナとシンセサイザーの壮大な響きに会場中が癒され
ました。小さな子どもたちも静かに聴き、家族で楽しんでいた
だくことができました。
　「子どものための音楽会を、また開催して欲しい」との声も
たくさんいただきました。開催している私たちも癒される音
楽会となりました。

～～ ～～
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●イベント部門（補助金なし）
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13

14

　

親子 de レッスン
　ママは医療事務 & 子どもはリトミック

ママ向け医療事務入門セミナー＆子ども向けリトミック

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９月16日（金）
研修室Ｆ、音楽室
事前振込1,000円、当日1,500円
女性16人、男性６人、計22人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　子育て中の女性へ向けて医療事務の入門講座を開講しまし
た。現役の働くママ講師を迎え、実際の仕事内容を説明した
り、試験問題に挑戦したりしました。社会復帰について質問も
多くあり、「第一歩」となるきっかけを提供できました。
　また、託児で預かる子どもたちにはリトミックを行いまし
た。始めは泣く子もいましたが、次第に音楽の楽しさに身を委
ね、思い思いの時間を過ごしていました。
　今後も、子育て中の人々の社会進出と子どもの健全育成の
ため、より良い活動を進めていきたいと思います。

“平等の文化”を創る　男女共同参画基本計画
何が変わり、どう生かす？ ( 全 3 回講座 )　

福岡市や福岡県、国の男女共同参画基本計画や現状を学ぶセミナー
講師：藤武 裕子  さん(福岡市男女共同参画課長)、
　　 南里 妙子 さん(福岡県男女共同参画推進課長)、
　　 吉崎 邦子 さん（福岡女子大学名誉教授）

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28年９月３日、10月1日、11月19日（土）
視聴覚室、研修室AB
無料
女性92人、男性６人、計98人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　新しく策定された福岡市・福岡県の男女共同参画基本計画に
ついて、担当課長を講師に迎えて現状と課題、新しい計画の特徴
や目標などを丁寧に話していただきました。また、「国連は日本
の男女共同参画をどう評価したか？」というテーマでCEDAW
（女子差別撤廃委員会）に提出した日本政府の報告書とそれに対
するCEDAWの総括所見の内容について学びました。
　日本の男女共同参画の歩みは遅々としており、国際的な視点
で、国内の政策を点検することや、国際基準に引き上げるための
一層の努力が必要であることがよく理解できました。男性の参
加や中学生や大学生など若い人の参加もあり、今後もこのよう
な地道な学習が必要だと思いました。

～～ ～～
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16 こころのケア講座

自分自身のこころの傷を理解し、回復について学ぶセミナー

特定非営利活動法人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：hwc21kouza@yahoo.co.jp

平成28年９月６日（火）、９月20日（火）、10月４日（火）、10月18日（火）、11月1日（火）
研修室Ａ
500円　
女性68人、計68人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　様々な人間関係で傷つき生きづらさを抱えている女性を対
象に、トラウマや自尊心等をテーマ毎に取り上げ、全５回の
「こころのケア講座」を行いました。
　この講座は、参加者が受講を通して自分自身と向き合い、こ
ころの傷つきについて考え、理解・整理し、自分自身を大切に
するための気づきを得られることを目的としたものです。
　毎回の振り返りでは、「自分の置かれている状況が理解でき
た」「改めて知ったことがあり良かった」等の感想がありまし
た。また、２回目以降の講座は、キャンセル待ちが出るほどで、
ニーズの高さも感じられました。
　今後も、女性支援の講座を企画実施していきます。

親子 de おこづかいゲーム

ボードゲームを使って親子でお金について学ぶセミナー

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28年９月３日（土）、９月17日（土）
研修室AB
無料
女性33人、男性10人、計43人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　オリジナルボードゲームを使い、子どもたちが楽しみなが
ら「お金」について学べるような仕組みを作りました。保護者
からの評判も良く、「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
高いので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。また、今
回はおこづかいミーティングも開催して保護者同士の交流も
深めました。
　次回は大人向けに、社会保険や税金について勉強会も同時
開催したいです。
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男性の料理

初心者の男性向け料理教室

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

平成28年９月10日（土）、９月24日（土）
料理実習室
1,700円
男性43人、計43人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　今、高齢者が増えており、男性も健康で長生きするには正し
い食べ方で病気の予防をしてほしいと思い企画しました。１
回目は「バランスの良い食事で健康的な食べ方」、２回目は「和
食の良さ」をテーマに講話をしました。参加者からは、「最近、
洋食や中華料理が多くなっているので和食を見直したい」「塩
分について、醤油をかけ過ぎるので気をつけたい」との感想が
ありました。また、参加者の中には、週に数回料理をしている
方もいて、「レパートリーを増やしたい」と意気込む方もいま
した。
　男性の自立は料理からです。簡単な料理からとりかかり、自
分のため、家族のため楽しんでもらいたいと思っています。

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://risafujimi.com
E-mail：risafujimi@gmail.com

平成28年９月10日（土）、12月10日（土）
研修室AB
1,500円
女性30人、男性８人、計38人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　子どもにこれからどう、性を伝えていけばいいのか、実際
に、子どもから性の質問をされて対応に困った経験がある方
のほか、そういった性の問題をご夫婦で共有したいという方
や、LGBT当事者、助産師、看護師、教員、NPO関係者など、専門
家の方が、もっと学びたいとご参加されるケースが多く見ら
れました。
　学びのシェアの時間では、活発な意見交換がなされ、それぞ
れの状況を知り、語り合うことで、より実践しやすい知識とし
て持ち帰っていただけたと思っています。
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［主　　催］
［問 合 先］

　

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

「女性の自立」をテーマとしたワークショップとカウンセリング

自律・自立支援倶楽部（J’s）
TEL：090-8413-3106（安藤）
FAX：092-761-6075
E-mail：michiko@office-and.com

平成28年９月24日（土）、10月15日（土）、11月26日（土）　
研修室Ｃ
500円
女性20人、計20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、参
加者は暖かい飲み物を飲みながら、束の間、本音を話してもいい空間
と時間を過ごしてもらっています。
　今年の大きなテーマは「非正規問題」。2015年度の秋から冬にかけ
て横浜市、大阪市、福岡市を中心に実施した「非正規シングル女性の
社会的支援に向けたニーズ調査」の報告を受けて、当事者のための
ワークショップを行いました。働いているにも関わらす貧困である
状況や、病気や家族のことなど当事者が抱えている困難は「努力」で
解消するようなものではなく、喫緊の支援が必要です。
　今回、私たちの取り組みについては、メディアにも関心を寄せてい
ただき、新聞社やテレビ局の取材もありました。やっと社会から「見
えない」問題に気づいてもらえたような気持ちでいます。この問題に
ついては、一過性のトピックで終わらないよう、私たちの活動の軸だ
と捉え、継続していく必要があると感じています。

　

ひとり親に役立つ対話のヒント
　あなたが変われば相手も変わる

人間関係やコミュニケーションについて学ぶ講演会とグループワーク
講師：長阿彌　幹生　さん（教育文化研究所代表）

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（山下） FAX：092-771-7325（山下）
URL：http://www.smff.or.jp
E-mail：mail@smff.or.jp

平成28年10月10日（祝・月）
研修室Ｂ
無料
女性11人、男性３人、計14人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　子育てに悩みはつきものです。特にひとり親家庭では、親一
人で対処するため悩みは深くなりがちです。
　家庭や職場でより良い関係を築くにはどうすればよいの
か、長年、”なかよし”な人間関係の研究をされている長阿彌幹
生さんを迎え、コミュニケーションについて学ぶ講演会を開
催し、人間関係を良くするための具体的なヒント、取り組みや
すい方法を伝授していただきました。ユーモアも交えたわか
りやすい話に、会場からは切実な質問が相次ぎました。父子家
庭など３名の男性を含め14名の参加がありました。講演のあ
とは感想を語り合うワークショップを行いました。
　今後も、ひとり親が抱える様々な課題に対し、実践的で役立
つ企画をしていきたいと考えています。

～～ ～～

～～ ～～
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親子でワクワク木工体験

親子を対象としたクリスマスリースづくり体験教室

NPO法人森遊会
TEL：090-5283-9019（井上）
URL： http://www.moriasobi.org
E-mail：inoue01@moriasobi.org

平成28年11月13日（日）
研修室AB
500円
女性15人、男性７人、計22人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　親子を対象とした「親子でワクワク木工体験」を企画し、ク
リスマスリースを作成しました。応募してくれた皆さんに喜
んでいただけるようにとスタッフみんなで準備しました。当
日は、応募いただいたみなさんがたくさんの種類の木の実に
感動したり、驚いたり、とても喜ばれて、我々スタッフも嬉し
くなりました。
　ワイワイがやがやと楽しい雰囲気で作業が進んで、子ども
も保護者も笑顔でクリスマスリースを作っていました。参加
者から「機会があれば、また参加したい」という声を多く聞く
ことができ、実施してよかったと思いました。

家事家計講習会

家計簿のつけ方を学べるセミナー

福岡友の会
TEL：092-531-6607（萩尾） FAX：092-531-6607（萩尾）
URL：http://f-tomonokai.jp/
E-mail：fukutomo-174@osu.bbiq.jp

①平成28年11月18日（金）、②11月19日（土）、③11月26日（土）
研修室AB、創作室
①②400円、③無料
女性95人、男性３人、計98人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　福岡友の会では「家庭は簡素に、社会は豊かに」の思いで活
動しています。男女が共に働く社会になり、家事も家計も予定
していないと回らなくなりがちです。
　きれいをキープする工夫や防災の備えも日ごろの暮らし方
が大切だということを伝えました。
　次に、家計簿をつけて「我が家のちょうどいい暮らし方」を
見つけてみませんか！とグループから３人が代表し、自分の
生活ぶりと家計を話しました。家族に必要な栄養から考える
食費、子どもにかかる教育費の備え、住まいにかかる費用と具
体的に聞くことでわが家はどう暮らしたいかを考えられたと
思います。家計簿のつけ方講習では皆さん真剣に質問されて
いました。
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みんなで遊ぼう「親子広場」

クラフト作りやバルーン遊びなど親子で遊べる広場

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

平成28年11月20日（日）
ホール
300円
女性32人、男性16人、計48人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　秋の行楽シーズンのためか参加者は少なく残念でしたが、
その分、子どもたちはホールの広いスペースで自由に動き回
ることができました。Hapihoグループの賛助を受け、うたや
手遊びをすることができ、親子で楽しく遊んで一日をゆった
りすごしてもらいたいという目的は達成されました。「来年も
開催してくださいね」と、毎年参加している親子もいて、グ
ループとして、開催する意義を感じました。子どもたちの笑
顔、保護者の笑顔がたくさんのイベントとなりました。親子で
遊ぶ楽しさや幸せを感じられるイベントになりました。

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28年11月25日(金)、12月９日(金)、12月16日(金)
研修室Ｃ
500円
女性9人、計9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て老後を過ごせるように、将来お
こる相続や老いに備え、遺言・相続・成年後見の基礎セミナー
を通じて理解を深めていただこうという企画です。セミナー
は３回実施し、第１回目は遺言の基礎セミナー、第２回目は相
続の基礎セミナー、第３回目は成年後見制度の基礎セミナー
を行いました。内容によっては難しい法律の話があり、特に成
年後見制度については、複雑で範囲も広く、理解が難しいと感
じる参加者もいたようです。
　今後もこのようなセミナーを企画し、より多くの方にやさ
しく理解していただけるよう頑張ります。
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チベット遊牧民の子どもたちと教育

チベットやベトナムの子どもの教育や教育支援計画報告会

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

平成28年11月26日（土）
ホール
500円
女性７人、男性５人、計12人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　チベットの女性の現状ならびに子どもたちの教育のあり
方、またベトナムにおけるプラン福岡交流会の支援計画を説
明することにより、一般市民にチベット・ベトナム両国の実情
を理解していただきました。
　チベットの現状説明では、具体的な例をあげ、動画を利用
し、満足のいく内容でした。特に最後の質疑応答の時間では、
参加者からチベット・ベトナムの両国を比較しての質問が集
中し、時間をオーバーするほど熱気あるイベントになりまし
た。
　今後とも、発展途上国の女性差別・子どもの教育について啓
蒙活動を展開していきたいと考えています。

　

英語でヨガ with Adeline
　Empowering Women through Yoga

外国人講師によるヨガ＆英語教室
講師：Adeline Rossさん（アデリン・ロス/FIT IN FUKUOKA代表）

LiberDade
TEL：080-7019-2573（サカイ）
URL：https://www.facebook.com/liberdade.fuk/
E-mail：liberdade_fuk@yahoo.co.jp

平成28年12月 4日（日）、12月10日（土）、12月11日（日）
軽運動室Ｂ
1,000円
女性56人、計56人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　ヨガでカラダをほぐし、英語によるディスカッションでコ
コロをほぐすイベントです。ヨガは体のあらゆる部分がスト
レッチされ気持ちよかったですが、翌日筋肉痛になった方も
いたようです。（笑）
　私たちは気づかぬうちに、「女らしさ」「男らしさ」にとらわ
れています。短い英語の動画を見た後に、美しさとは何か、「女
らしさ」「男らしさ」とは何か、それはどこから来て誰が決める
のかなどを、小グループに分かれて話し合いました。他の人の
意見を聞くことも、新たな気づきになったようです。
　今後も英語でジェンダーを楽しく学べるイベントを行って
いきたいと思います。

～～ ～～
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27

28

パパのためのベビーマッサージ教室

パパを対象としたベビーマッサージ教室（家族写真撮影つき！）

はぐくみ
TEL：092-214-0531
URL：http://manmaru-baby.rta-school.com/
E-mail：manmaru0531@jcom.zaq.ne.jp

平成28年12月10日（土）、12月11日（日）
音楽室
1,000円
女性10人、男性20人、計30人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　はぐくみは、子どもを持つママのリフレッシュ時間の構築
と男性の家事・育児参加、それによる家族関係の構築を目的と
しています。
　今回はパパのためのベビーマッサージ教室を実施しまし
た。半数のパパがご自身でのご予約ではなくママに言われて
しぶしぶ来たと言われていました。
　ベビーマッサージが始まると緊張されている方もいらっ
しゃいましたが、次第に笑顔が見られました。ママの産後や育
児のお話をさせていただくと「初めて知った」というパパが多
かったです。
　自分の時間から戻ったママたちは、笑顔で「産後初めてこん
な時間を持てた」とおっしゃっていました。後日、家族写真を
納品させていただくと、「家族写真を撮る機会もないのでうれ
しい」との感想が多く見られました。

　

自分らしさを大切にしたコミュニケーション
　自分も相手も責めないアサーティブな表現方法

自分も相手も大切にするためのアサーティブコミュニケーション方法
を学ぶ講演会
講師：竹崎　かずみ　さん（アサ―ティブジャパン専属講師）

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

平成28年12月11日（日）
ホール、視聴覚室
講演会：1,000円、トレーニング：2,000円
女性56人、男性11人、計67人

［主　　催］
［問 合 先］

［実 施 日］
［会　　場］
［参 加 費］
［参加人数］

　自分も相手も大切にするアサーティブなコミュニケーショ
ンの方法を多くの人に知ってほしいと、今年で２回目の企画
です。
　講演会では、話を聞くだけではなく、自分の傾向をチェック
して2人組で話し合う参加型で実施しました。トレーニングは
30名の定員に対し10名のキャンセル待ちが出る程で、この
テーマに対する関心の高さがわかりました。３時間のトレー
ニングでは、実際に抱えている自分の問題をロールプレイで
実習しました。自分の伝え方の癖に気づき、何度も繰り返し演
習することでアサーティブなコミュニケーションが身につい
ていきます。
　講演会実施後、アサーティブな方法を継続して学びたいと
いう方の要望で、自主的な読み合わせ会を６回計画していま
す。

～～ ～～
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29 第 6 回ストプロ★フェスタ

映画『さとにきたらええやん』上映と徳丸ゆき子さんによる講演会
講師：徳丸　ゆき子　さん（NPO法人CPAO代表）

一般社団法人ストリート・プロジェクト
TEL：092-414-1115（坪井） FAX：092-409-9230（坪井）
URL：http://street-project.org/
E-mail：stpro2010@gmail.com

平成28年12月17日（土）
ホール
500円
女性60人、男性50人、計110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として行ってきまし
た。ストプロは諸般の事情により、2017年3月末で活動を終了
しますが、一人でも多くの方に現状を知っていただくために
フェスタを開催しました。
　今回は大阪で子どもの居場所とごはん会の活動をしている
徳丸ゆき子さんの講演と同じく大阪は日雇いの町と言われる
西成で長年子ども、そして親たちの心の拠り所となっている
集いの場「こどもの里」の日常を追ったドキュメンタリー映画
で貧困の子どもたちに寄り添う具体的な活動を知ってもらい
ました。
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