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事業概要 

１ 目 的 

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。 

２ 支援事業の区分 

●補助金なし／補助金あり

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。 

３ 支援内容 

（１）補助金の交付（「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＞ 

交流会の実施 

 「アミカス市民グループ活動支援事業」の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交流会」を平成 31 年３月９日

（土）に実施する。 

募集期間 実施時期 

補助金なし ４月1日（日）～11月30日（金） おおむね６月～１月 

補助金あり ４月 1 日（日）～５月 31 日（木） おおむね９月～１月 
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●補助金あり

参加人数 171人info@grand-coeur.jpEmail

URL https://www.grand-coeur.jp/　 参加費 500円

10月28日（日）

ホール会場

問合先 092-406-4545（髙木）

FAX 092-525-2129（髙木）

TEL 日程

01

【内容】

問合先

ホール

日程 10月20日（土）TEL 092-641-8255（丹生）

会場FAX 092-641-8255

男女共同参画で地域力ＵＰ！

女性議員を増やせる法律ができたよ。えっ日本に！
世界の女性議員急増の謎に迫る

主催：「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（略称「参画ネット」）

基調講演

　申琪榮さん（お茶の水女子大学准教授）

台湾クオータ制の現地報告

　王貞月さん（大学非常勤講師）

【内容】
講演
　平木典子さん（臨床心理学者、日本女子大学教授）

　自分も相手のことも大切に考えるコミュニケーションを学ぶ

ことで、性別による差別や固定的な性別役割分担意識の解消

につなげることを目的として、平木典子先生のアサーション講

演会を企画開催しました。

　定員を超える参加をいただき「家族や職場での自分を振り

返ることができた。より良い関係を築くようにしたい」「アサー

ションは伝え方だと思っていたが、モノの見方や考え方が重要

だと理解した」「人と違いを認め共により良く生きていく社会

になると良いな」といった感想をいただきました。

　今後も男女共同参画社会の視点で誰もが自分らしく生きる

ことができる社会を目指し活動を続けていきたいと思います。

　人口は男女半々なのに、議員の男女比率は国（衆議院）も
県、市も９対１ということをコントで分かり易くアピールしまし
た。衆議院の女性議員比率(10.1%）は世界193か国中161位。男
性に著しく議席が偏っている現状では、女性の声や能力が反
映されているとは言えません。
　今回の講演で、世界ではクオータ制を導入することで女性
議員を増やし、男女同数内閣も生まれていることや、女性国会
議員が38%の台湾ではジェンダー平等や若者の政治参画が進
んでおり、議会に多様な人が参加することでその時代に求め
られている変化をもたらすことができるということを伝える
ことができました。「候補者男女均等法」を生かして多くの女性
が政治の分野で活躍できるよう、学び行動に移していく必要
性について理解を深めました。

参加人数

参加費

02
自分も相手も大切にするコミュニケーション
平木典子先生アサーション講演会

主催：一般社団法人　日本グラン・クール協会

無料

161人

URL ―

Email h.nyu＠festa.ocn.ne.jp
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●補助金あり

TEL 090-1515-4553（時永）

FAX －

　米国ハリウッドでの告発から端を発したセクハラ・性被害に対

して、世界中に広がった#MeTooの動きを、日本のセクハラ文化

を変えていく動きにつなげたいと取り組みました。

　ＤＶ防止教育や加害者プログラムを実施している伊田さんと

新聞記者の菅野さんとの対談をとおして、日本での性暴力へ

の対応の現状と課題を提起していただきました。それを受け、

グループワークで性暴力に各自がどのように向き合っていく

かを深めることができました。

　「MeToo」から「ＷｅToo」へ、傍観者とならず、日本社会の構

成員として、一人ひとりの人権を尊重する「男女共同参画社

会」へと変革していく活動を今後も続けていきたいと考えてい

ます。

問合先 9月17日（月・祝）

会場 視聴覚室

日程

03
#WeToo #WithYou
～セクハラ！もうがまんしない～

主催：ワーキング・ウィメンズ・ヴォイス

【内容】
対談
　伊田広行さん（ＤＶ加害者プログラム・ＮＯＶＯ運営者）

　菅野蘭さん（毎日新聞記者）

参加費 無料URL http://www.geocities.jp/wwvfukuoka/index.html

Email wwvfukuoka@yahoo.co.jp 参加人数 33人

1,000円/家族

参加人数 36人

軽運動室Ｂ、音楽室

Email info@mamacareer.org

会場FAX ―

URL http://mamacareer.org 参加費

04
親子deレッスン
～ママはバランスボール、パパはベビーマッサージ～

主催：NPO法人　福岡県ママのキャリアセンター

問合先 9月22日（土）

　子育て女性に向けてバランスボールを開催し、骨盤のスト

レッチや運動不足の解消、同じ環境のママ達と”私”の時間をい

きいきと過ごす時間を提供しました。

　また、パパと子どものベビーマッサージを同時開催し、働き

盛りの男性が乳児と触れ合う手段の一つとしてマッサージを

習得できるよう支援しました。

　合流後、活動のシェアリングとミニワークショップを行いまし

た。夫婦間で自己理解・他者理解を深めることでお互いの存在

を尊重し合い、性別に関係なく協力できる家族関係づくりを支

援しました。

　引き続き、若い世代の男女共同参画を推進していきたいで

す。

【内容】

ベビーマッサージ 下村哲子さん
（特定非営利活動法人ロイヤルセラピスト協会指定スクールMIMOS講師）

バランスボール　城戸みどりさん
（ミラクルBODYLabo認定バランスボールインストラクター）

日程TEL 090-7474-2097（藤高）
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●補助金なし

01

【内容】 老後の終活・遺言・相続対策に役立つ勉強会

主催：一般社団法人　福岡・相続支援センター

相続の疑問・不安を解消します
みんなで学ぶ！相続勉強会

問合先 TEL 0５0-3502-1521（水田） 日程 8月5日（日）、8月26日（日）、9月16日（日）

　高齢社会の進展はまずます速くなっており、認知症の高齢

者の増加が深刻な社会問題になっています。

　相続問題でトラブルを引き起こす家族は増加の一途で、参

加された方々に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。

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

れる方が多く、今後のセミナーの内容をより分かりやすく必要

があると感じました。

Email isss.mizuta@cyber.ocn.ne.jp 参加人数 36人

FAX 050-3502-1521

URL ―

会場 研修室B

参加費 500円/回

珈琲を料理する（コロコロ、パチパチ、カラカラ、プチプチッ、豆の声が聴こえてくる。
「珈琲生豆『手』焙煎」体験～家庭でcoffeeを生豆から料理する～）

主催：珈琲生豆手焙煎「千香」
02

TEL 090-7450-5694/092-531-2935(西村）問合先 日程 ①7月14日（土）②8月10日（金）③9月8日（土）

【内容】 アラ還・シニア男性向け！コーヒー焙煎体験

　定年退職前後の生き方や家庭での役割の変化などの実体

験をお話しすることで、家庭における男女共同参画の意識を

啓発することを目的として企画しました。また、「珈琲を生豆か

ら手で焙煎してたのしむ」ということで、シニア男性の仲間づ

くりや地域活動に参画するきっかけ作りとして、企画を実施し

ました。

　珈琲を焙煎する体験を共有し、コーヒーブレイクする中で参

加者同士の交流を深めることができ、小笹公民館で実施して

いるコーヒーサークルへの参加につながった方もいらっしゃい

ました。

　今後は公民館でも講座開催が実施できることを目標とし

て、シニア男性の地域活動の促進に取り組んでいきたいです。

FAX 092-531-2935（西村）

URL ―

Email ―

会場 料理実習室

参加費 ①1,500円②③2,000円

参加人数 20人
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●補助金なし

FAX 092-553-5277（後郷） 会場 料理実習室

03
アラカン世代　そばうち教室
定年退職の男性!趣味にそば打ちを加えよう

主催：長そばの会

【内容】 家庭にある道具を使った初心者向けそば打ち教室

　そば打ちがアラカン世代が地域で活躍する一助になること

を目的として企画しました。

　１日２回のそば打ちで、１回目は昼食用に２回目は各自が打っ

たそばをお土産として持ち帰ってもらいました。４回とも基本

的には同じ内容の繰り返しですが、回を重ねるごとに少しずつ

ですがそばが揃い、持ち帰ったそばで家族に振る舞い大変喜

ばれたようです。中には、そば粉を持ち帰り、自宅で復習する

人や長そばの会に入会してそば打ちを続けている人もいま

す。

　本年も恒例のアラカンフェスタに参加しました。今後もそば

打ちで福岡市が進めている「福岡100」のコンセプトに資する

活動を継続していきます。

問合先 TEL 090-2515-8147（後郷） 日程 6月10日（日）、7月8日（日）、8月19日（日）、9月16日（日）

URL ― 参加費 2,000円

Email tatsu555@iwk.bbiq.jp 参加人数 44人

FAX 092-564-1210（太田） 会場 ①視聴覚室②研修室ＡＢ

04
男女共同参画ステップアップ講座

主催：福岡市男女共同参画推進サポータークラブ

【内容】
地域の男女共同参画に関わっている方を対象にした
男女共同参画の基礎知識などを学ぶ講座

　毎年、地域の男女共同参画を担当する方々の支援のため、地域の
事例発表をいれての３回セットでの研修を実施してきましたが、事例
の共有が進んできたこともあり、今年はワールドカフェで参加者の交
流を図る企画を盛り込みました。１回目は企画立案の基礎と男女共同
参画ワールドカフェ、２回目はワークショップの実践事例体験として回
し読み新聞とカルタワークを実施しました。
　初めての参加者も多く、どちらのワークも大変盛り上がり楽しく体
験でき、大変勉強になった、分かりやすかった、楽しかった、自校区に
持ち帰りたい、他校区の皆さんと交流できてよかった、とたくさんの
感想をいただき充実した研修となりました。
　今回使用したカルタは2004年に佐賀の団体が作ったもので、内容
に古い部分がありましたが、2018年にサポータクラブが制作した新し
いカルタが完成しましたので、今後はそれを多くの方に使っていただ
きたいと思います。

問合先 TEL 090-4359-0544（太田） 日程 ①6月14日（木）②7月21日（土）

URL ― 参加費 300円

Email tiggerpapadesu@gmail.com 参加人数 38人
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●補助金なし

FAX 092-641-8255 会場 視聴覚室

05
”平等の文化”を創る

ジェンダー主流化とクオータ制
～女性国会議員38%の台湾から学ぶ～

主催：北京ＪＡＣふくおか

【内容】
講演
　王貞月さん（大学非常勤講師）

　日本で「女性の政治参画」は喫緊の課題です。2018年3月、
台湾のクオータ制について学ぶスタディ・ツアー（NPO法人ジェ
ンダー平等福岡市民の会主催）を企画した王貞月さんが「台湾
の歴史と状況、なぜ台湾でジェンダー平等が進んできたのか」
を講演し、ツアー参加者から研修報告がありました。
　台湾では、政策づくりを含めた女性の政治参画が民主化と
ジェンダー主流化を推し進めてきました。1996年、候補者の４
分の１を女性にする政党クオータ制に始まり、2005年には憲法
に「比例代表議席の半数を女性に割り当てる」とクオータ制が
明記されました。この20年間で女性議員は急増、国会議員は
38.1％、地方議員も3割を超える状況となっています。クオータ
制の導入と女性運動の力が女性の政治参画を進めたことを学
び、女性議員を増やすヒントを得ました。

問合先 TEL 092-641-8255（丹生） 日程 7月１4日（土）

URL ― 参加費 無料

Email pekinjacfuk@yahoo.co.jp 参加人数 46人

FAX ― 会場 視聴覚室

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～

主催：LGBTの家族と友人をつなぐ会 in 福岡

【内容】

講師
　眞野豊さん（広島修道大学非常勤講師博士）

　ＦＲＥＮＳ（石崎杏理さんとＦＲＥＮＳユースチームの方）

　後藤富和さん（弁護士、福岡市立警固中学校PTA会長）

　性自認（身体や心や社会の性）及び性的指向（愛情のあり

方）の多様性について正しく学び語り合うことを目的とし、７

月・10月・12月の第３日曜日に、午前は「学び」を中心に午後は

「交流」を中心に、様々な意見交換が活発にできました。

　学校や家庭さらには社会全体の中で、多様な性の存在が直

面する偏見・差別・無理解の現状、そしてそれらをどのように解

決すればよいのかを、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。午後の交流会では初

参加の方も多く年齢層も幅広く、また他の団体と連携するきっ

かけとなり、横断的な活動へとつながっています。

問合先 TEL 080-4820-2423(古野） 日程 7月15日（日）、10月21日（日）、1月20日（日）

URL http://lgbt-family.or.jp/ 参加費 500円/回

Email fukuoka＠lgbt-family.or.jp 参加人数 74人
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●補助金なし

FAX ― 会場 軽運動室B

07
親子でヨガ＆ピラティス

主催：Body Wind

【内容】 リラックスしたいママ向けヨガ＆ピラティス

　子育てママを対象にヨガとピラティスを楽しんでもらいまし

た。赤ちゃんは横に寝かせたり、運動の負荷にしたりして、２～４

歳の子ども達はママの真似をして一緒に楽しんでもらいまし

た。「子どもが泣いてもちょっと迷惑をかけても、みんな子連れ

だから大きな心で見守りましょう」と終始和やかな雰囲気で楽

しんでもらいました。

　運動後、「自分の時間を持つ工夫」「育児の協力者がいるか」

「育児で楽しいこと、つらいこと」などテーマを決めておしゃべ

りタイムを持つことで、共感し合うことができ、参加者の表情

も和らぎ、友達を作るきっかけにもなり良かったと思います。

　今後も子育てママのリフレッシュができるように支援を続け

ていきたいです。

問合先 TEL 090-9797-2997（平山） 日程 7月17日（火）、27日（金）30日（月）

URL ― 参加費 1,000円

Email sumikya@ezweb.ne.jp 参加人数 53人

FAX 092-516-6222（関） 会場 ホール

08
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～

主催：ぼらんてぃあグループ「スワンの会」

【内容】
演奏
　Viento（吉川万里さん、竹口美紀さん）

　親子で一緒に参加できる音楽会を一昨年に引き続き、今年

も開催しました。生の演奏を聴くことで、小さな子ども達と一

緒にお父さん、お母さんたちに癒しのひと時を過ごしてもらい

たいという思いで企画しました。何人かの子ども達には楽器を

経験してもらうという新しい試みも実施しました。前方のマット

席も増やしたため、赤ちゃんも寝っ転がって楽しむことができ

ました。

アンケートでは「もっと広報して多くの人に聞かせてあげる

と良い」という声や「今後も続けて開催してほしい」という声

が寄せられていました。今度も子育て世代を応援する企画を

続けていきたいと思っています。

問合先 TEL 090-3799-2473（関） 日程 8月26日（日）

URL ― 参加費 500円（未就学児無料）

Email yuuto.24sekibaba@gmail.com 参加人数 72人
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●補助金なし

FAX 092-516-6222（関） 会場 ホール

09
みんなで遊ぼう「親子広場：クリスマス」

主催：ぼらんてぃあグループ「スワンの会」

【内容】
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

　私たちは国際交流、男女共同参画社会、子育て支援におい

て、社会のために貢献することを目的に活動しています。親子

広場クリスマスは、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ヒントを提案・支援し

ていくことを目的に企画し、今回で４回目の開催となります。

　子ども達が楽しめるように、動物の着ぐるみやサンタの衣装

などを着て雰囲気を作る工夫をしました。子ども達はホールを

走り回り、それぞれにのびのびと楽しんでいる様子で、参加者

からは「寒い時期に子どもと室内でゆっくり過ごすことがで

き、とても嬉しかった」という感想をいただきました。

　参加者が毎年少しずつ減ってきているので、来年度は特に

集客に力を入れたいと思います。

問合先 TEL 090-3799-2473（関） 日程 12月9日（日）

URL ― 参加費 300円/家族

Email yuuto.24sekibaba@gmail.com 参加人数 72人

FAX 092-512-3492（宗） 会場 ①研修室C②研修室B

10
お金のべんきょう会

主催：FP-shushu

【内容】 大人向けと子ども向けに開催するお金の勉強会

　女性や子どもの貧困を防ぐことを目的として、子育て世代
の方と小学生を対象に金銭教育の導入としてお金のべんきょ
う会の場を提供しました。
　大人向けと子ども向けの二本立てとし、大人向けでは教育
資金を中心とした家計管理とお金の増やし方に焦点を当て、
自分の家計を現状分析し、今後のライフイベントに向けて資金
を準備できる方法を理解してもらいました。子ども向けでは、
毎年夏休み企画として続けてきたゲームをしながらお金の大
切さや計画的な使い方を学べるセミナーを予定しましたが、
残念ながら参加がありませんでした。
　子どもの金銭教育の関心は高いので、集客にあたりチラシ
のインパクトやセミナー内容のアピールが今後の課題となりま
した。

問合先 TEL 090-6777-1682(平野） 日程 ①7月15日（日）②7月28日（土）

URL ― 参加費 ①500円②子ども一人1,000円

Email ― 参加人数 ３人

10



●補助金なし

FAX 092-210-0058 会場 研修室AB

11
こころのケア講座～私がわたしであるために～

主催：特定非営利活動法人　博多ウィメンズカウンセリング

【内容】
暴力を受けた心の傷への対処法や回復方法を学ぶ
講座

　ＤＶ、セクハラやレイプ等の性暴力、対人関係で傷ついた女

性たちの多くは、自分が受けた心の傷つきを誰にも話せずに

過ごしています。その傷つきはその後の人生を生きづらいもの

にしていきます。

　この講座では参加者が安全な環境で自分自身の傷つきに

向き合い、理解し、そしてケアできる場を提供しました。このよ

うな講座に参加することはとても勇気が必要です。参加してく

ださった方々に敬意を表したいと思います。

　今後も私たちは男女共同参画の視点に立った心理支援をし

ていくとともに、女性に関わる問題、ＤＶや性暴力の予防啓発

などにも積極的に取り組み、誰もが安心して暮らすことができ

る社会を目指し貢献していきたいと思います。

問合先 TEL 092-210-0058 日程 10月12日（金）、11月9日（金）、12月14日（金）

URL http://www.npo-hwc.com/ 参加費 500円

Email h_w_counseling@yahoo.co.jp 参加人数 27人

FAX ― 会場 軽運動室B

12
知ってほしい！背骨のゆがみとカラダの不調
～働く女性のカラダ改善～

主催：背骨美人会

【内容】
働く女性向け！
自宅でも簡単にできる身体のケア方法が学べる教室

　働く女性の多くが身体の不調を抱えており、その原因には
背骨のゆがみからも引き起こされることがあります。その解消
法として背骨のゆがみを改善するセルフケア方法を知っても
らい自分で不調を改善する術を学んでもらいました。
　実際に身体を検査してみると、参加者の多くが想像以上に
身体が歪んでおり、その歪みと身体の不調が一致することに
驚いていました。体操後にまた検査を行うと、身体の歪みが改
善されていることが実感できた様子で、アンケートでも身体が
楽になったとのお声を多数いただきました。
　今回の講座で、腰やО脚などの足のトラブルで悩んでいる
方が多くいたので次回のテーマにしたいと思います。今後も
このような講座をとおして、働く女性の生涯にわたる健康支援
をしていきたいです。

問合先 TEL 070-5410-6579（山口） 日程 9月8日（土）

URL http://www.sebone222.com 参加費 無料

Email yoyaku.222@gmail.com 参加人数 27人

11



●補助金なし

FAX ― 会場 研修室B

13
働く女性のための体験型エニアグラムONE-DAYステップアップ講座
～９つの性格タイプエニアグラムと傾聴スキルUPワークショップ～

主催：自分力向上委員会

【内容】 職場での個性の活かし方について学べる講座

　最近は、結婚や出産後も就労継続を支持する女性が年々増

加しているものの、管理職等における女性の比率はまだまだ

十分なものではありません。働く場での女性の活躍を推進す

るため、働く女性対象のコミュニケーション能力向上と自分の

タイプ別リーダーシップの取り方等を理解することを企画の

意図としました。

　ワークショップを進めるうちに、参加者の自己理解が深まり、

独特なタイプごとの思考や感情のクセ、リーダーシップの取り

方なども知ることができました。

　今後の取り組みは、自己探求が更に深まるワークを増やし

て、女性だけでなく男性も参加可能な企画をしていきたいと

思います。

問合先 TEL ― 日程 10月20日（土）、11月17日（土）

URL ― 参加費 2,000円

Email neo714285@yahoo.co.jp 参加人数 14人

FAX 092-738-0138 会場 研修室AB

14
～コミュニティ通訳の広がりのために～
医療通訳システム課題検討会議

主催：NPO法人　女性エンパワーメントセンター福岡

【内容】
移住女性を支援するための医療通訳のあり方につい
て考える会

　国際理解・交流を図る上で、在日、訪日にかかわらず、外国人

の健康の支援は避けられなくなっています。病院側の受け入

れ体制が整っていない場合、コミュニティ通訳として医療通訳

者を派遣することができますが、医療通訳者には多様な言語、

医療専門用語、文化や保険制度の違いなど、ハイレベルな知

識と技能を現場で要求されます。しかし、いまだに全国で制度

が統一されておらず、指針のないまま運営団体の裁量で通訳

者は派遣されている現状があります。

　この企画をとおして外国人患者へ適切なサービスの向上に

ついて話し合い、全国の事例を熟知されているコーディネー

ターをお迎えしてご意見をいただき、各地の現状と課題につ

いて考えるという成果がありました。

問合先 TEL 092-738-0138(松﨑） 日程 10月14日（日）

URL ― 参加費 2,000円

Email empower_f@ybb.ne.jp　 参加人数 １3人
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●補助金なし

FAX 092-771-7325 会場 視聴覚室

15
養育費確保に向けて～日本の現状と課題～

主催：特定非営利活動法人　しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福岡

【内容】 日本の養育費をめぐる課題について学べる講演会

　日本では離婚後に養育費を受け取っている世帯はわずか２割程度

であるにも関わらず、多くの人がこの現状を知りません。なぜこのよ

うな事態が放置されているのか、当事者が声を上げることで、本来受

け取れる養育費がきちんと支払われ、子ども達が安心して暮らせるよ

うになってほしいという思いで企画しました。

　日本と同じく協議離婚が多い韓国では2009年に民法等の改正が

あり、養育費の履行が確保されるようになりました。その背景にはク

オータ制による女性の地位向上が大きく作用しており、養育費につい

ても男女共同参画の必要性を実感することができました。

　参加者からは「海外では重要と考えて進めているが、日本ではま

だまだ整っていないことが分かった」「今後養育費が適正に新算定

表で払われるように家庭裁判所や弁護士の認識が変わればいいと

思う」などの感想が寄せられました。

問合先 TEL 092-771-7325（大戸） 日程 10月8日（月・祝）

URL http://www.smff.or.jp 参加費 無料

Email mail@smff.or.jp 参加人数 15人

FAX 092-406-4125 会場 ①研修室AB②ホール、研修室AB

16
自分を好きになるコミュニケーション術
批判に対応するアサーティブな表現方法とは

主催：ふくおか教育を考える会協議会

【内容】
相手も尊重し自分の気持ちをアサーティブに伝える
コミュニケーションの方法を学ぶ講演会＆トレーニン
グ講座

　今年で４年目の学習会です。講演会は初めての方にも分か

るようにアサーティブの基本と、発展「批判への対処法」の講

話を実施しました。毎年参加して経験を積み重ねた人が一緒

に参加することで、より難度の高い「批判への対処」という学

びが実現しました。自分の課題をロールプレイするトレーニン

グでは「言いたいことを一つに絞って」など、会員がファシリ

テーターとしての力量もつけています。

　「職場での人間関係で困っていた事をアサーティブに対応

して改善した」、ご夫婦で参加された方は「思ったことを率直

に伝えることでより関係がよくなった」と報告がありました。自

分も相手も大切にするコミュニケーションの方法を学び、実践

することができました。

問合先 TEL 092-406-4125（石本） 日程 ①12月1日（土）②2日（日）

URL http://fkyoikuco.wix.com/fkyoiku 参加費 ①2,000円②講演会：1,000円、トレーニング2,500円

Email f-kyoiku@helen.ocn.ne.jp 参加人数 85人

13



●補助金なし

FAX 092-926-0325（砥綿） 会場 視聴覚室

17
「パパと国際理解教育」
～絵本で世界の国を調べちゃお♪～

主催：才能アカデミー

【内容】
子育て中のパパ向け！
絵本をとおして楽しむ子どもとのふれあい教室

　講師に児童英語教師であるAnna先生をお招きし、「才能発見

教室」を開催しました。今回は、「イクメンパパ大集合！」と声か

けし、２組の家族にご参加いただきました。

　内容は、絵本の読み聞かせと、学習の基本になる質問の答

えを絵本の中から探し、見つけた答えを人前で発表するという

ものでした。子どもの学ぶ力は大人が少し手伝うだけで、ぐー

んと身につきます。親子で遊びを通して学習の基礎を体験す

ることができ、子ども達の意欲やいきいきとした笑顔を見るこ

とができました。また、日頃なかなか子どもとゆっくり過ごす

ことができない男性に対して、絵本をとおして子どもと触れ合

うことの大切さを伝えることができたと思います。

問合先 TEL 090-7395-4892（砥綿） 日程 11月11日（日）

URL http://www.sainou-academy.com 参加費 500円/家族

Email sainou.academy@gmail.com 参加人数 10人

FAX 092-761-6075（安藤） 会場 研修室C

18
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～

主催：自律・自立支援倶楽部

【内容】
「女性の自律・自立」をテーマとしたワークショップと
カウンセリング

　女性が「自律・自立して生きること」を支援したいとキャリア

コンサルタントが集まり、2010年より活動しています。「ほっと

ルーム」は、2013年より実施しており、６年目を迎えた今年度

は、通算16回目・延べ参加人数100名を超えました。固定的性別

役割分担意識や、働く上で女性の雇用環境などの課題につい

て考えたり、また一人ではなく参加者同志で抱える悩みや不

安を共有したり、情報交換の場でもある「ほっとルーム」では、

毎回キャリア開発に繋がるテーマを置き、ワークショップの実

施と無料個別カウンセリングを行っています。

　人生100年と言われる現代社会で、今後も女性の生き方・働

き方の支援に繋がる活動をしていきます。

問合先 TEL 090-8413-3106(安藤） 日程 11月17日（土）、1月19日（土）

URL ― 参加費 500円

Email michiko@office-and.com　 参加人数 13人
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●補助金なし

FAX ― 会場 軽運動室B

19
知ってほしい！背骨のゆがみとカラダの不調　第二弾
～働く女性のカラダ改善　腰や足のお悩み解決編～

主催：背骨美人会

【内容】
働く女性向け！
自宅でも簡単にできる身体のケア方法が学べる教室

　働く女性の多くの方が季節特有の冷えや腰の痛みに悩みを

抱えています。今回はその悩みを解消すべく、足のトラブルの

対処法について重点的に学んでもらう講座を実施しました。

　予想以上の方が足に悩みを抱えており、特に足の冷えやむ

くみで困っている方が大半を占めていました。講座後は足が

軽くなった、むくみが消えたなどの効果をその場で実感してく

ださり、家でも実践していきたいとの声も多数いただきまし

た。

　今回の講座を実施して、肩や首の不調で悩んでいるとの声

もいただいたので、次回の活動の参考とし、今後も引き続き、

働く女性の健康支援を実施していきます。

問合先 TEL 070-5410-6579（山口） 日程 1月26日（土）

URL http://www.sebone222.com 参加費 無料

Email yoyaku.222@gmail.com 参加人数 16人

FAX 092-562-0651 会場 ホール

20
親子ひろばのクリスマス会（クリスマス in アミカス）

主催：親と子のひろば”はらっぱSUN”

【内容】
絵本の読み聞かせ、ハンドベル、寸劇など
親子で参加できるクリスマス会

　親子ひろばのクリスマス会は、毎年参加者が多いため、例年
はアミカスの子どの部屋で開催していますが、今年はより多く
の家族で参加してほしいと考えホールでの開催を企画しまし
た。
　平日は参加できない父親や親子ひろばを卒業した多くの子
ども達、おじいちゃん、おばあちゃんも参加され、クリスマスの
歌やハンドベル、ブラックシアターなど参加者全員で楽しい時
間を共有することができました。
　「今日は本当に楽しかったです」の言葉をいただき、とても
好評でしたので、今後も「親子ひろば」など私たちにできるこ
とでたくさんの親子に参加してもらえるように工夫し、笑顔を
モットーに健康で楽しく活動を続けていきたいと思っていま
す。

問合先 TEL 092-562-0651（原） 日程 12月15日（土）

URL ― 参加費 無料

Email ― 参加人数 279人

15



●補助金なし

FAX ― 会場 アミカス全館

21
With you Kyushu 2019　あなたとブレストケアを考える会

主催：With you Kyushu

【内容】
乳がん患者さんとその家族をサポートするための
講演会

　1月20日（日）乳がん患者さんとそのご家族をサポートする

為にWith you Kyushu 2019－あなたとブレストケアを考える

会―を行いました。県内を問わず、九州各地からも140名近く

の乳がん患者さんや、その家族の方に参加いただきました。

　グループワークではボランティアの医療スタッフも加わり、

乳がん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しをするだけで不安が和らいだとの意見

もありました。婦人科疾患と禅マインドフルネスについての講

演についても患者さんにとって明日からの生活に役立つもの

になったようです。

　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。

問合先 TEL ― 日程 1月20日（日）

URL http://www.congre.co.jp/happymamma/history.html 参加費 医療従事者1,000円、患者500円

Email withyoukyushu@yahoo.co.jp 参加人数 147人

FAX ― 会場 軽運動室B

22
中高年の為のヨガ＆ピラティス

主催：Body Wind

【内容】 ヨガ＆ピラティス初心者向けの３回レッスン

　今回は「中高年の為のヨガ＆ピラティス」というタイトルで、
対象を40～80代に設定しました。このタイトルだから、参加し
やすかったという声もあり、反響はありました。多くの参加者
が何らかの身体の不調を抱えており、初めてヨガやピラティス
をされる方もいたので、クラスの内容は簡単な呼吸法と、基本
の体操を実施しました。
リラックスできた、癒しの時間になった、楽しかったという感

想が多く、定期的にやってみたいという声もいただきました。
ヨガやピラティスの後に実施した「おしゃべりタイム」では、

「最近のNews（良い事も、悪い事も、楽しい事も、悲しい事も含
む）」や「１年後の自分」などについておしゃべりしました。親の
介護や、終活、健康への不安もお話しながら共感したり、話す
ことでリフレッシュできたり･･･と楽しい時間になりました。

問合先 TEL 090-9797-2997（平山） 日程 1月18日（金）、22日（火）、25日（金）

URL ― 参加費 1,000円

Email sumikya@ezweb.ne.jp 参加人数 21人
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●補助金なし

URL https://cocoro-rpa.com/ 参加費 500円

Email cocoro.rpa@gmail.com 参加人数 44人

FAX ― 会場 視聴覚室

24
「僕があの時してほしかったこと」
虐待被害当事者と心理カウンセラーが話す、家族・地域・未来

主催：一般社団法人　こころリペアレンティング協会

【内容】 ＤＶ・虐待被害当事者の支援について考える講演会

　ＤＶ・虐待などの問題が大きな社会的問題となっています。カ

ウンセリング臨床の現場では、暴力を受けた体験が、生きづら

さの原因となっている現実を目の当たりにします。ＤＶも子ども

虐待も根本の問題は同じです。

　今回は、暴力による人権侵害に関する問題と命の危機に関

する問題を、我がこととして関心と責任を持ち連携していく社

会にするために、虐待被害当事者と心理カウンセラーという両

立場から問題提起を行ないました。

　真剣な表情の参加者満席の中、２時間があっという間に過

ぎ、問題意識を持ち自分が今後どうしたいかといった感想を

数多くいただき、関心の高さがうかがえました。今後もこの活

動を広げていくため、企画・行動をしていきます。

問合先 TEL 090-5471-9018（坂本） 日程 2月3日（日）

URL https://ufo-mikakunin.wixsite.com/home 参加費 1,000円

Email ufo.fukuoka@gmail.com 参加人数 ７人

FAX ― 会場 視聴覚室

23
まわしよみ新聞劇
～新聞を読んで語り、演劇で考える、大人の男と女

主催：ＵＦО

【内容】
成人の日に「大人の男女」について新聞と演劇をと
おして考えるワークショップ

　本企画は、実際の事件や、日常生活で感じている「男」「女」

「大人」ということについて、主体的に考えるきっかけ作りが目

的です。参加者それぞれが常日頃感じている課題、疑問を語り

合い劇にし、他者を想像する機会になったと考えます。

　今後の取組みは、１日のみで終わる活動だけではなく、継続

して活動していくことを目指します。継続して新聞劇を行うこ

とで、参加者が日常感じている疑問や、社会への不安・不満な

どについて共に課題を出し、課題の中から語り合う議題を見出

し、劇にして発表することで、観客と共により深く語り合う時間

を提供していきたいです。

問合先 TEL 080-3965-4225（五味） 日程 1月14日（月・祝）
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●補助金なし

URL ― 参加費 1,000円

Email neo714285@yahoo.co.jp 参加人数 ２人

FAX ― 会場 軽運動室B

26
はたらく女性のためのヨガレッスン
～ホームケアの足ツボ講座付き～

主催：自分力向上委員会

【内容】
平日夜に開催
働く女性のヨガ＆足ツボレッスン

　日々の疲れが取れない働く女性のための、ヨガレッスンで健

康な身体と心を維持することと、ホームケアとしての足ツボ講

座を学ぶことで、いつまでも元気にハツラツと仕事ができるよ

うに、そして笑顔の女性が増えることで明るい社会づくりを推

進できるようにとの思いで企画しました。

　実施状況は、参加者の方にヨガ、足ツボとも家で行なえるも

のをお伝えしました。成果としては、今後に役立つものである

と高評価いただきました。

　今後もヨガ＆足ツボカンタン講座をたくさんの女性にお伝え

して、健康管理に役立てていただきたいと思っています。人生

100歳時代といわれているので、幅広い年齢層のはたらく女性

に、生涯にわたる健康支援をしていきたいと思います。

問合先 TEL ― 日程 1月25日（金）

URL ― 参加費 1,000円

Email yakuin.termie@gmail.com 参加人数 21人

FAX ― 会場 視聴覚室

25
わたしも家族も笑顔になる！
「ほめる」コミュニケーション術セミナー

主催：大人の家庭科クラブ

【内容】
講師
 中村早岐子（オフィスファイン代表　ほめる達人特別認定講師）

　日本ほめる達人協会特別認定講師の中村早岐子先生から、

「ほめる」コミュニケーション術を学びました。

　人は、褒められた（認めてもらった）後に言われたアドバイス

はスムーズに受け入れることができます。この原則を知ってい

るだけで、家庭内に限らず社会生活においても人間関係を円

滑にすることができると思います。そして、ほめている本人も

その時は必ず「笑顔」。自分が笑顔でいるだけで脳は活性化し

相手の気分も良くなり…褒めて認めることはいいことだら

け！

　受講者からも「ほめることを日常に取り入れていきたい」

「自分の心が整えられた」と好評をいただき、生き方を見直す

きっかけとなる充実した時間となりました。

問合先 TEL 050-5579-1498（池永） 日程 1月30日（水）
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