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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」を令和２年３月７日（土）

に実施する。 

募集期間 実施時期 

補助金なし ４月1日（月）～11月30日（土） おおむね６月～１月 

補助金あり ４月 1 日（月）～５月 31 日（金） おおむね９月～１月 
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男女共同参画ステップアップ講座

「みんな一緒に育とうよ」Part.2～みんな違ってみんないい～

アラカン世代　そばうち教室
定年前後の男性！今年は年越しそばを打とう

LGBTの家族と友人をつなぐ会 in 福岡

LGBTの家族と友人をつなぐ会 in 福岡

福岡市男女共同参画推進サポータークラブ

親子でバレピラ・ヨガ＆ピラティス

にがお絵を描こう～親子で向き合って～

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～

北京ＪＡＣふくおか

NPO法人 福岡県ママのキャリアセンター

子どもお絵かきの会

Body Wind

長そばの会

知りたかった、SDGs　ジェンダー平等を実現するために

私が活躍するために”私”と”家族”と”社会”と向き合う

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～（３回講座）

元家庭裁判所・女性調査官が語る！
離婚に迷ったらどうすればいい？～よりよい再スタートのために～

「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」）

#MeToo #WithYou 性暴力ゼロのまちに
～知っていますか？福岡県性暴力根絶条例～

離婚と相続ADRセンター

NPO法人 アコア

実施企画一覧

企画名 グループ名

親子deレッスン
～ママはヨガ、パパと子どもはリトミック～

　補助金あり

NPO法人 福岡県ママのキャリアセンター

補助金なし

特定非営利活動法人 博多ウィメンズカウンセリング

すまいるん♪

障がい児者への性暴力が認識される社会へ
～映画「くちづけ」上映会＆トークセッション

『当事者と語る、暴力のない未来』
～DV・虐待体験から学ぶ、本当に必要な社会支援～

グループ名企画名

きかせて！世界の幸せモデル
～フランス・オランダ・ニュージーランド～

ワーキング・ウィメンズ・ヴォイス

『バトル・オブ・ザ・セクシーズ』上映と講演
―ジェンダーで読み解く「性」とスポーツ―

福岡映画サークル協議会
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特定非営利活動法人 アジア女性センター

Fukuoka和のタネ

女性のための年金セミナー
老後2,000万円は必要？！知って納得！年金の仕組み

50歳からの女性の心身の健康管理を考える会

カンタ！ティモール映画上映会＆つながりマルシェ

ユア・ライフ・サポート

シングルマザーのためのＨＡＰＰＹエンパワメント講座

内戦を逃れても～シリア難民女性と子どもにおきたこと～

起業女性のためのお役立ちセミナー
プチ起業・副業・フリーランス！始めるための３つのポイント！

ユア・ライフ・サポート

『子どもの自立』をめざして　今、『あなたが出来ること！』 APを学ぶ仲間の会

子連れでピラティス＆パパ飯講座 ごはんとからだ

遺言・相続・成年後見制度の基礎知識ミニセミナーと無料相談会

特定非営利活動法人 しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福岡

女性のライフステージと疾病　その体調不良は更年期の症状かも？

わくわく「親子体験」ひろば

楽しく男女共同参画みんなで大カルタ会！ 福岡市男女共同参画推進サポータークラブ

Rainbow Bridge

その遺言大丈夫？もしものときの後見知識！
後見・遺言勉強会

親と子のひろば”はらっぱSUN”

Springboard in Japan（スプリングボード・イン・ジャパン）

ぼらんてぃあグループ「スワンの会」

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

一般社団法人 福岡・相続支援センター

遊んでわかるプログラミング

アミカス記念祭☆2019
「お父さん、お母さん みんなで遊ぼう：親子広場」

みんなで遊ぼう「親子広場：クリスマス」

スプリングボード：女性のための自己啓発プログラム
―キャリアとプライベートで飛躍したいあなたへ―

企画名 グループ名

育て力・リーダーシップ能力向上の体験型エニアグラムone-day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～ 自分力向上委員会

あなたは”自分の弱さ”を語れますか？
～当事者研究に学ぶ弱さの情報公開～

ふくおか当事者研究会

中高年のためのヨガ・バレエストレッチ・ピラティス Body Wind

With you Kyushu 2020　あなたとブレストケアを考える会 With you Kyushu

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生き方～

自律・自立支援倶楽部



●補助金あり

【内容】
講演
　小泉道子さん（元家庭裁判所調査官補）

　今回の離婚セミナーは、スタッフ及び講師がすべて家庭裁判所で

離婚調停を経験しており、離婚の現場から生の声を届けようと企画し

ました。

　参加された方の多くが早い段階で双方が話し合い、今後の生活プ

ランを立てることが子どもを含めた家族にとって経済的にも心の傷

を修復するためにも大切であるということを理解していただきまし

た。残念だったことは、23名の参加者のうちで18名の方がセミナー終

了後に相談を希望されたのですが、時間の都合で受けることができ

なかったことです。

　今後は、家庭裁判所の元裁判官にも手伝っていただきながら離婚

に悩む方々の役に立っていけるよう講座の内容に磨きをかけていき

たいと考えております。

　子育て女性には、ヨガを通して日頃のストレスを癒してもらうと同時

に、家事育児は自分の役割という意識を解消して生き生きと自分の

時間を過ごしてもらいました。また子育て男性には、親子リトミックを

通して日頃から簡単にできる子どもとの触れ合い方を習得してもら

いました。

　その後シェアリングとワークショップを行い、夫婦間で自己理解・他

者理解を深め、お互いの存在を尊重し合い、性別に関係なく協力でき

る関係作りに役立ててもらえたと思います。

　参加者からの感想の中に「家族で参加できるイベントが少ないので

楽しかった」や「日頃、伝えられない思いを伝えられて良かった」等の

前向きな感想が多く、本イベントの意義を感じる事ができました。

02
元家庭裁判所・女性調査官が語る！
離婚に迷ったらどうすればいい？～よりよい再スタートのために～

主催：離婚と相続ADRセンター

URL http://mamacareer.org/

Email info@mamacareer.org

会場FAX ―

参加費

親子deレッスン
～ママはヨガ、パパと子どもはリトミック～

主催：NPO法人 福岡県ママのキャリアセンター

リトミック　浅田美穂さん
（特定非営利活動法人リトミック研究センター指導者）

ヨガ 岡部有希さん
（日本リラクセーションヨーガ協会TT修了）

日程

01

【内容】

問合先 TEL 090-7474-2097（藤高）

11月23日（土）

研修室AB会場

問合先 092-921-9480（水田、坂本）

FAX 092-921-9480（水田、坂本）

TEL 日程

参加人数 23人info@seminar-fukuoka.comEmail

URL http://www.seminar-fukuoka.com/　 参加費 500円

参加人数

10月19日（土）

軽運動室B、音楽室

1,000円

37人

http://mamacareer.org/
mailto:info@seminar-jyuku.com
https://www.@seminar-fukuoka.com%E3%80%80


●補助金あり

04
#MeeToo #WithYou 性暴力ゼロのまちに
～知っていますか？福岡県性暴力根絶条例～

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」）

問合先 10月27日（日）

　2019年3月に公布された福岡県性暴力根絶条例は、我が国で初め

て「性暴力」を明確に定義し「被害者も加害者も出さない社会」「すべ

ての人の人権が尊重され、誰もが安心して暮らせる社会の実現」を目

指す画期的な条例です。

　Ⅰ部では、顔と実名を出して性被害を告発した伊藤詩織さんを取

材したBBC制作のドキュメンタリー「日本の秘められた恥」を上映し、Ⅱ

部では、伊藤詩織さんと性暴力根絶や条例制定に尽力された堤かな

めさんとの対談を実施しました。日本の現状や世界の取り組みなども

紹介され、伊藤詩織さんの勇気ある行動に多くの共感が広がりまし

た。

　性被害や性暴力をなくすための一人の意識や行動が社会を動か

す第一歩であることを理解する貴重な機会になりました。

【内容】

BBCドキュメンタリー「日本の秘められた恥」上映
対談
　堤かなめさん（福岡県議会議員）

　伊藤詩織さん（フリージャーナリスト、映像作家）

日程TEL 092-641-8255（丹生）

無料

参加人数 300人

ホール

Email h.nyu@festa.ocn.ne.jp

会場FAX 092-641-8255

URL ― 参加費

参加費 500円URL https://npoacoa.wixsite.com/npoacoa

Email npoacoa@gmail.com 参加人数 25人

03
『当事者と語る、暴力のない未来』
～DV・虐待体験から学ぶ、本当に必要な社会支援～

主催：NPO法人 アコア

【内容】
パネルディスカッション
　後藤富和さん（弁護士）

　村上さとこさん（北九州市議会議員）

TEL 080-5171-3501（和根崎）

FAX －

　暴力の根絶を目指し、当事者のエンパワーメントを目的として今回

のイベントを実施しました。

イベントでは、当事者・支援者・弁護士・議員が現状・情報・意見を交換

し、DV・虐待の現状と理解を深め、見落とされがちな身近な事柄への

問題意識を共有することができました。また、議員や弁護士と一般市

民である参加者が同じ机で隣り合わせて行った質疑応答は、とても

有意義な時間だったと多くの感想をいただきました。

　被害を受けた当事者の過酷な体験は簡単な言葉で説明しきれるも

のではありません。しかし、今の暴力に溢れた社会を変えるためには、

当事者からしか学べない情報を広めることが必要です。そのために、

今後もこうしたイベントを継続的に開催していきたいと思います。

問合先 10月13日（日）

会場 視聴覚室

日程

mailto:h.nyu@festa.ocn.ne.jp
http://https/npoacoa.wixsite.com/npoacoa
mailto:npoacoa@gmail.com


●補助金あり

　女性活躍が叫ばれ、働き方改革が進められていますが、生きづらさ

を感じている多くの人たちがいます。女性が生き生きと活躍している

国（フランス・オランダ・ニュージーランド）で生活や労働の経験のある

3人から、女性たちはどんな制度のもと、どんな働き方をして生活して

いるのかを聞き、パネルディスカッションを通して考え合う企画を実施

しました。

　日本での働き方や子育て環境、教育などと比較しながら、参加者と

共に、どうすれば状況を変えられるのか、考え行動する契機になった

と思います。

　今後も世界の様々な国の制度や暮らしについて学ぶ企画を継続

し、女性が安心して生き生きと暮らせる社会の実現に向けて活動を続

けたいと思います。

問合先 TEL 092-806-6629（山崎） 日程

05
きかせて！世界の幸せモデル
～フランス・オランダ・ニュージーランド～

主催：ワーキング・ウィメンズ・ヴォイス

【内容】

パネリスト
　花木仁奈さん、久保礼子さん、大友綾さん
コーディネーター

宮地歌織さん（ジェンダーイクオリティ研究所）

URL ―

Email wwvfukuoka@yahoo.co.jp

FAX 092-806-6629（山崎）

FAX 092-781-2817 会場 ホール

06
『バトル・オブ・ザ・セクシーズ』上映と講演
―ジェンダーで読み解く「性」とスポーツ―

主催：福岡映画サークル協議会

【内容】
講演
　藤井雅人さん（福岡大学スポーツ科学部教授）

スポーツ界にはびこるセクハラやパワハラ、その温床は何か？女

性アスリートの活躍がスポーツを盛り上げているのに、目に余る男女

格差はなぜなのか？という素朴な疑問を出発点に、スポーツとジェ

ンダーをテーマに学びました。

映画から、歴史的な事実を識ることの大切さ、先人の行動に勇気と

感動をもらい、講演からは、スポーツ界の性差別や格差是正の課題を

学ぶことができました。

スポーツ観戦のカタルシスが古めかしいジェンダー意識の刷り込み

の上に形成されていることの無自覚は、学びによってしか変えられま

せん。今回の企画では、その無自覚に気付くきっかけになり、社会意識

の変化をスポーツにおけるジェンダーフリーがリードする可能性を知

ることができました。

問合先 TEL 092-781-2817 日程 11月17日（日）

URL https://www.fukuokaeisa.com/ 参加費 一般前売り1,200円、当日1,400円

Email steelandsay@sco.bbiq.jp 参加人数 69人

会場

参加費

参加人数

9月23日（月・祝）

視聴覚室

無料

36人

mailto:wwvfukuoka@yahoo.co.jp
https://www.fukuokaeisa.com/
mailto:steelandsay@sco.bbiq.jp


●補助金なし

URL https://ameblo.jp/sumairun2016/ 参加費 500円/回

Email sumaigarunrun@gmail.com　 参加人数 94人

FAX ― 会場 研修室ＡＢ

02
「みんな一緒に育とうよ」Part.2～みんな違ってみんないい～

主催：すまいるん♪

【内容】
講演

①武部愛子さん（臨床心理士）

②小松佳弘さん（ビジョンアセスメントトレーナー）

　現代の子ども達にスポットを当てた子育て講演会を企画しました。

母親孤立の子育てにならないように、父親、学校、地域などいろいろ

な人が子ども達の成長を見守れる環境が必要であること、そして現

代の子ども達が生きる力を身に付けるために必要なことについて学

びました。

　「一人で悩まなくてよいと思えて楽になった」「成長を促す方法が

具体的に分かり、家庭、学校で実践したい」との感想をたくさんいた

だきました。

　今後の取り組みとしては、子ども達の成長をテーマに学習会を企

画していきたいと考えています。次回は専門の先生にお願いして「性

教育」について学習会を実施する予定です。

問合先 TEL 090-8910-6477（日高） 日程 ①7月4日（木）②7月13日（土）

URL https://fc.npo-hwc.com 参加費 無料

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

FAX 092-210-0058 会場 ホール

01
障がい児者への性暴力が認識される社会へ
～映画「くちづけ」上映会＆トークセッション

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】

コーディネーター
中野宏美さん（NPO法人しあわせなみだ代表）

トークセッション

緒方よしみさん（児童発達支援センターこだま園長）

浦尚子さん（性暴力被害者支援センターふくおかセンター長）

　障がい者への性暴力を背景にした映画「くちづけ」の上映と性暴力

や障がい児者に関わっておられるお二人を講師にお招きしトークセッ

ションを行いました。

障がい児者への性暴力に関しては正式な調査はありませんが、障

がい児者の中には男女不平等の社会の影響を受けやすい人も多く、

またその障がい故に声を挙げにくい人も多いと考えらます。これは今

後刑法改正の見直し時に重要な項目です。

　この企画を通して性暴力のない、そして誰もが安心安全に暮らせ

る社会の実現を目指すために必要なものとは何か、また私たち一人

ひとりには何ができるのかを参加者と共に考えることができました。

今後も私達は性暴力をなくす活動に積極的に取り組んでいきます。

問合先 TEL 092-210-0058 日程 6月８日（土）



●補助金なし

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

Email fukuoka＠lgbt-family.or.jp 参加人数 86人

FAX ― 会場 視聴覚室

04
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～（３回講座）

主催：LGBTの家族と友人をつなぐ会 in 福岡

【内容】

講演
　LGBT当事者と当事者の親
　久保井摂さん、岩橋愛佳さん
　（福岡県弁護士会LGBT委員会所属弁護士）

　性的少数当事者による経験談やその支援者による活動報告を通し

て、LGBT（性的少数者）や「性差」を包含したSOGIE（性的指向、性自

認、性表現/性役割）に対する偏見や差別が社会にどのように存在し

ているのか、またそこからどのような課題が見えるのかを学ぶことを

目的に今回の講座を実施しました。

　3回の学習会（うち1回は映画上映会）や交流会へはそれぞれ初参

加の方が見られ、法律家の活動や当事者家族の苦悩や葛藤を知るこ

とで「自分に何ができるのかを考えた」という感想もいただき、私た

ちの活動の輪の広がりを感じることができました。

　今後も学習会や交流会を通して、横断的な取り組みの輪を広げて

いきたいと思います。

問合先 TEL 080-4820-2423(古野） 日程 7月21日（日）、10月20日（日）、1月19日（日）

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

Email fukuoka＠lgbt-family.or.jp 参加人数 14人

FAX ― 会場 視聴覚室

03
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】
LGBT（性的マイノリティ）について学び、語り合う
交流会

　性指向と性自認に加え、性表現や性役割に関する偏見や差別によ

る生きづらさを解消するため、性的少数者や性的多数者の垣根を越

えた市民による交流会を企画しました。

　LGBTという言葉が年々広まっている反面、SOGIE（性的指向、性自

認、性表現/性役割）はまだまだ知られていませんが、今回の交流会

をとおして、男女の性差を包含した「一人ひとりの性差」のあり方を見

つめなおすことができました。

　性別規範の押し付けをすることなく、共生社会においての「一人ひ

とりの性差」を実感的に学び語り合える場として、今後も更なる工夫

を加えながら交流会を開催したいです。

問合先 TEL 080-4820-2423(古野） 日程 4月21日（日）



●補助金なし

URL ― 参加費 200円

Email cah.nvasf@icloud.com 参加人数 9人

FAX ― 会場 創作室

06
にがお絵を描こう～親子で向き合って～

主催：子どもお絵かきの会

【内容】 親子でお互いの顔を描く似顔絵教室

　「にがお絵を描こう」をテーマに、親と子が向き合ってお互いの顔

を描く企画を実施しました。

　絵を描く機会はあまりないというお父さんやお母さんが多かった

のですが、絵についての質問を受け、また、親から子へアドバイスをし

ながら集中して描いていただきました。

　皆さん楽しく描いていただいた様で、「子どもと触れ合う良い機会

が持てた」という感想をいただきました。父と子が、コミュニケーショ

ンを取る良い機会となり、ワーク・ライフ・バランスにつながるきっかけ

作りになったと思います。

　今後も、親子が触れ合う機会の場を作ったり、絵を描く楽しさを伝

えていきたいです。

問合先 TEL 080-2749-1914（宮﨑） 日程 8月3日（土）

URL ー 参加費 300円/回

Email tiggerpapadesu@gmail.com 参加人数 27人

FAX 092-551-1795（牛房） 会場 研修室AB

05
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

　地域の男女共同参画を担当する方々の支援のため、毎年実施して
きた講座です。今年は2018年度に制作した「男女共同参画みんなで
カルタ」を体験しながら、実際に地域でワークショップをするときのコ
ツやポイントが学べる講座と、男女共同参画の基礎を踏まえて、ざっ
くばらんに日頃考えていることや地域の課題など意見交換できる講
座を連続で企画しました。
　参加者の中には、カルタをすでに地域で購入したので使い方を学
びたかったという方や、自校区でも購入したいという方もいらっしゃ
いました。どちらの回も大変盛り上がり、「勉強になった」「他校区の皆
さんと交流できてよかった」と多くの感想をいただきました。
　地域でカルタを購入したい、という希望がありましたら再度の増刷
も検討しますので、お問い合わせください。より多くの方に使ってい
ただいて、男女共同参画が誰にとっても身近で大切であると気づい
てほしいと思います。

問合先 TEL 090-4359-0544（太田） 日程 7月6日（土）、７月18日（木）

mailto:cah.nvasf@icloud.com


●補助金なし

　

URL ― 参加費 1,000円/回

Email sumikya@ezweb.ne.jp　 参加人数 38人

FAX ― 会場 軽運動室B

08
親子でバレピラ・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の講座

　昨年に引き続き大人気のイベントで、クラスはママと子どもの声で

とても賑やかでした。今回は産後の体の話をしたり、そのために必要

な体操の説明をしたことで、やる気や意欲が高まり参加者にも喜ば

れました。

　おしゃべりタイムでは、自己紹介に出身地を入れることで、転勤族

の方々の交流もしやすくなり、話も弾んでました。また、アンケートで

は「ママばかりで安心。子ども同士が触れ合う場としても良かった」

「リフレッシュになり、スッキリした」という声が多数あり、成果を感じま

した。

　8月6日に実施予定だったバレピラが台風の影響で11月6日に延期

になったのが、リスク管理という意味で今後の良い経験になりました。

問合先 TEL 090-9797-2997(平山） 日程 8月2日（金）、23日（金）、11月6日（水）

URL ― 参加費 2,000円/回

Email tatsu555@iwk.bbiq.jp 参加人数 38人

FAX 092-553-5277（後郷） 会場 料理実習室

07
アラカン世代　そば打ち教室
定年前後の男性！今年は年越しそばを打とう

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

　アラカン世代の趣味の一つにそば打ちを身に付け、男性が台所に

立つ機会が増えるようにと企画しました。そば打ちは、自分や家族が

美味しいそばを食べ、そばを振るまうことで人が集まり、ボランティア

や出前そば打ちを頼まれることで、地域で活躍する一助になります。

　今回も、アミカスのそば打ち体験を機にそば打ちを続ける人がいま

した。2011年から開始したこの教室から20名余りの人が当会に入りそ

ば打ちを続けています。

　元気で100歳の「福岡100」の一助になればとの思いで、今年も3月

開催の福岡国際会議場アラカンフェスタにそばの模擬店を出します

し、依頼を受けてのそば打ち教室で年300人を超す人との出会いな

ど活躍の機会が待っています。

問合先 TEL 090-2515-8147（後郷） 日程 10月20日（日）、11月10日（日）、12月8日（日）

mailto:sumikya@ezweb.ne.jp%E3%80%80
mailto:tatsu555@lwk.bbiq.jp


●補助金なし

URL http://mamacareer.org/ 参加費 1,000円/回

Email info@mamacareer.org 参加人数 32人

FAX ― 会場 あいくる・あすみん

10
私が活躍するために”私”と”家族”と”社会”と向き合う

主催：NPO法人 福岡県ママのキャリアセンター

【内容】

参加型セミナー
　①キャリアコンサルタント、ファイナンシャルプランナー
　②APジャパン認定リーダー
　③日本マナーOJTインストラクター協会認定講師

　本セミナーは切り口の違う3回のセミナーにより、自分らしい働き

方の決定（私と向き合う）、働きやすい家族関係の構築（家族と向き合

う）、外見と内面のビジネススキルの習得（社会と向き合う）を目指し

て開催しました。

　それぞれの回で具体的な講義やワークショップを実施し、参加者同

士がコミュニケーションを取りながら学ぶことで、就労への不安の解

消や、家族を巻き込んで活動する準備につながったと思います。

　今後もキャリアコンサルティング等を通して、受講生の方のフォロー

に努めたいと思います。

問合先 TEL 090-7474-2097（藤高） 日程 ①7月12日（金）②8月9日（金）③9月13日（金）

URL ― 参加費 無料

Email pekinjacfuk@yahoo.co.jp 参加人数 31人

FAX 092-641-8255 会場 なみきスクエア（東市民センター）第一多目的室

09
知りたかった、SDGｓ ジェンダー平等を実現するために

主催：北京ＪＡＣふくおか

【内容】

講演
　織田由紀子さん
　（JAWW（日本女性監視機構）副代表、
　　　　　　　　　　　北九州サスティナビリティ研究所理事）

　SDGｓ（持続可能な開発目標）は、国連が定めた“2030年までに達成

すべき17の目標”ですが、言葉はよく聞くもののその内容やどう進め

るのかについては理解できているとは言えません。講演会ではSDGｓ

目標5ジェンダー平等について、また全体をジェンダーの視点でとら

える重要性の学習も深めました。

　他県からも、子ども連れの若者も駆けつけて、自分のまちでの取り

組みなど議論が盛り上がりました。「SDGｓはジェンダー平等を進める

道具となる」との講師からのメッセージを参加者で確認し、職場や地

域でもっとSDGｓを広め、ジェンダー平等の実現に向けて、自治体への

働きかけも含め行動を起こそうとの思いを共有しました。

問合先 TEL 092-641-8255（丹生） 日程 7月20日（土）

http://www.mamacareer.org/
mailto:info@mamacareer.org
mailto:pekinjacfuk@yahoo.co.jp


●補助金なし

URL ― 参加費 300円

Email yuuto.24sekibaba@gmail.com　 参加人数 67人

FAX 092-982-3499（関） 会場 ホール

12
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】
おもちゃ、折り紙、絵本など、親子で参加できる
クリスマス会

　毎年行っている恒例行事で、今年は11月のアミカス記念祭でも「親

子広場」を実施したため、例年よりたくさんの参加申し込みがありまし

た。しかし、12月開催のため、毎年風邪が流行しており、今年も発熱な

どの欠席が多かったことが残念です。

　参加していた子ども達の中に「去年の風船がまだ家にあるよ」と声

をかけてくれる子がいて、とても励みになりました。また、朝早くから

夕方まで楽しんでいた参加者からは「また来年も参加したい」という

感想もいただき、継続して実施することの大切さを感じることができ

ました。

　今後も男女共同参画推進として、父親を含めて家族で楽しめる企

画を実施していきたいです。

問合先 TEL 090-3799-2473(関） 日程 12月15日（日）

URL ― 参加費 500円/回

Email info@yuigon-jyuku.com 参加人数 28人

FAX 050-3502-1521 会場 研修室B

11
その遺言大丈夫？もしものときの後見知識！
後見・遺言勉強会

主催：一般社団法人 福岡・相続支援センター

【内容】 老後の遺言・相続対策に役立つ勉強会

　日本の平均寿命は伸びており、介護や老後の財産管理について考

える必要がより一層高まっています。本講座では、家族の中で高齢者

のお世話をしている女性や周囲に相談できないお一人様の高齢者に

対し、成年後見制度や任意後見制度の基礎的な知識を提供すること

を目的として実施しました。

　講座では、特に成年後見制度の理解が深まるように説明を行い、

老々介護になった時のリスクについて説明し、講座後には個別相談も

実施しました。本年からは、最近問い合わせの多い民事信託の初歩的

な内容も取り上げたところ、利用を考えている方から質問をいただき

関心の高さを感じました。

　ご夫婦での参加や高齢者を抱える家族の方々の参加が多くなって

きており、今後とも成年後見制度と相続問題に力を入れることが大

切だと痛感しました。

問合先 TEL 050-3502-1521（水田、井口） 日程 9月15日（日）、10月6日（日）、20日（日）

mailto:yuuto.24sekibaba@gmail.com%E3%80%80


●補助金なし

URL ― 参加費 無料

Email yuuto.24sekibaba@gmail.com 参加人数 43人

FAX 092-982-3499（関） 会場 軽運動室B

14
アミカス記念祭☆2019
「お父さん、お母さん みんなで遊ぼう：親子広場」

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

　12月に実施予定の「みんなで遊ぼう『親子広場：クリスマス』」のミニ

版として実施しました。最近は親子でゆっくりと過ごす時間がないと

言われていますが、この「親子広場」をとおして、工作したり、風船で

遊んだり、絵本を見たりして家族で楽しんでいただけるよう企画しま

した。

　お父さんはお子さんと風船遊びをしたり、お母さんはお子さんと

コースター作りをしたり、家族で絵本を見たり、皆様にゆっくりとした

時間を過ごしていただきました。アンケートでも非常に良かったとい

う声が多く、あっという間の5時間でした。

　12月の企画も楽しみにしてくれており、これからもスワンの会の目

的である、子育て支援、男女共同参画社会作りの企画を実施して行き

たいと思います。

問合先 TEL 090-3799-2473（関） 日程 11月3日（日）

URL https://www.springboardinjp.org/ 参加費 19,500円

Email springboardinjp@gmail.com 参加人数 12人

FAX ― 会場 研修室AB

13
スプリングボード：女性のための自己啓発プログラム
―キャリアとプライベートで飛躍したいあなたへ―

主催：Springboard in Japan(スプリングボード・イン・ジャパン）

【内容】 女性向け参加型自己啓発ワークショップ

　「スプリングボード」は、30年前に英国で開発・実施されて以来、48

か国で25万人以上の女性が参加したプログラムです。本講座はこの

プログラムの日本版で、日本に住む女性が性別に関わりなくその個

性と能力を十分に発揮し、ますます活躍できるように、私生活や職場

での環境改善のための方法を身に付けてもらうことを目標としまし

た。

　全4回のワークショップで、様々な活動を行いました。参加者は12名

で、日・英２言語併用で行いました。専用ワークブックも、日本語版（フ

リガナ付き）と英語版を用意しました。ワークショップは、終始和やか

かつ互いを支援しようという雰囲気で、事後アンケートの結果も良好

でした。今後も女性の活躍を支援すべく活動したいと思います。

問合先 TEL 090-1978-1228（ゆきまる） 日程 9月28日（土）、10月19日（土）、11月16日（土）、12月7日（土）

mailto:yuuto.24sekibaba@gmail.com
https://www.springboardingjp.org/
mailto:springboardingjp@gmail.com


●補助金なし

URL https://yourrainbowbridge.wordpress.com/ 参加費 500円

Email rainbowbridge989@gmail.com 参加人数 27人

FAX ― 会場 研修室E

16
遊んでわかるプログラミング

主催：Rainbow Bridge

【内容】
タブレットやボードゲームを使ったプログラミングの
ワークショップ

　小学校で必修化となるプログラミングをメディアがあおりすぎて

いて、プログラミングが習い事として過熱してきています。そこで今

回、必修化は教科化とは異なること、プログラミング的思考はViscuit

やボードゲームで遊ぶことで十分身につくことを保護者や子どもに

伝えることを目的とし、企画を実施しました。

　子どもの集中の限界の45分とし、1人1回500円で気軽に取り組め、

スムーズに入れ替えができるよう15分の余裕を取りました。他地域で

は同様のイベントをすると、9割以上男子であるのに対し、3分の2が女

子という成果を得ました。

　今後、プログラミングへの苦手意識の強い保護者のために「親子

で遊んで分かるプログラミング」に取り組みたいです。

問合先 TEL 080-8577-2439（山田） 日程 11月2日（土）、3日（日）

URL ― 参加費 無料

Email mirie0728@jcom.home.ne.jp 参加人数 10人

FAX 092-571-5778（入江） 会場 研修室B、視聴覚室

15
遺言・相続・成年後見制度の基礎知識ミニセミナーと無料相談会

主催：行政書士の会　すまいる

【内容】
基礎知識が学べるミニセミナーと行政書士による
無料相談会

　毎年参加させていただき、今年で7回目となります。今回も遺言・相

続・成年後見制度の無料相談会とミニセミナーを開催しました。ミニ

セミナーの方は4名、相談会に6名の方に来ていただき、参加者から

相続や老後についての悩みを聞き、それに対し法律がどうなってい

るのか、今後どのように対応して行ったらよいのかについて説明させ

ていただきました。問題点を洗い出して解決に向けての一歩になった

のではないかと思います。

　今後もアミカスでの無料相談会を開催してより多くの方にお役に

立てるよう頑張りたいと思います。

問合先 TEL 090-7980-9314（入江） 日程 11月2日（土）

https://yourrainbowbridge.wordpress.com/
mailto:RainbowBridge989@gmail.com
mailto:mirie0728@jcom.home.ne.jp


●補助金なし

FAX 092-562-0651（原） 会場 創作室

17
わくわく「親子体験」ひろば

主催：親と子のひろば”はらっぱSUN”

【内容】
親子で楽しめる小物づくり体験と防災グッズの
展示会

　アミカス記念祭への参加は今年で13回目になります。毎年、父親参

加を心掛けており、今回は親子でわくわく手作り体験や災害時の非

常食の試食会をテーマに実施したところ、大盛況で、男性からも多く

参加していただくことができました。防災に対する関心の高さを確認

することもでき、今後の私たちの活動の大きな力とすることができま

した。

　今後も「親子ひろば」を軸に、健康と笑顔を心掛け、私たちにできる

ことを地道に続けていきたいと考えています。

問合先 TEL 092-562-0651（原） 日程 １１月２日（土）、3日（日）

URL ― 参加費 100円

Email ― 参加人数 399人

FAX 092-551-1795（牛房） 会場 和室

18
楽しく男女共同参画みんなで大カルタ会！

主催：福岡市男女共同参画推進サポータークラブ

【内容】 子どもから大人まで楽しめる大カルタ会

　2018年10月にリリースした「男女共同参画みんなでカルタ」の体験

会です。カルタはアミカスからの貸し出しに加えて、地域からの要望に

お応えして3回増刷し、たくさんの個人、団体に購入していただきまし

た。年齢や所属に関わらずいろいろな方に体験してもらうため、アミ

カス記念祭で昨年同様に、午前と午後の2回実施しました。

　小学生や小さなお子様の参加も多く、楽しく熱気にあふれた会と

なり、「男女共同参画について知れてよかった」「面白くて考えさせら

れた」「非常に楽しかった」等の感想をいただきました。

　男女共同参画がすべての人にとって特別ではなく当たり前となる

よう、今後も多くの方に「みんなでカルタ」を使って欲しいと思ってい

ます。

問合先 TEL 090-4359-0544（太田） 日程 １１月２日（土）

URL ― 参加費 200円

Email tiggerpapadesu@gmail.com 参加人数 37人



●補助金なし

FAX 092-324-3766（長濱） 会場 研修室F

19
女性のライフステージと疾病　その体調不良は更年期の症状かも？

主催：50歳からの女性の心身の健康管理を考える会

【内容】
ミニセミナー講師
　角田範子さん（近畿大学附属病院勤務看護師）

　私自身が更年期に悩んでいた頃、講師の角田範子看護師に出会

い、カウンセリングを受けることができたことで、悩みが解消できた

ことから、角田さんの話を多くの方たちにも伝えたいと思い、今回の

講座を企画しました。

　２日間で延べ12名の方が受講され、参加者からは「自分の体のケア

やメンテナンスをすることなど、今まで考えてもない知識を得ること

ができた」「身体の変化の原因が少しでも分かってよかった」などの

感想をいただきました。

　また、「講座の続編を聞いてみたい」との要望もいただいたので、

次回またアミカスで実施したいと考えています。

問合先 TEL 090-9582-4608（長濱） 日程 １１月2日（土）、3日（日）

URL ― 参加費 1,000円

Email ― 参加人数 １２人

FAX 092-851-8606（野中） 会場 研修室B

20
『子どもの自立』をめざして　今、『あなたが出来ること！』

主催：APを学ぶ仲間の会

【内容】 子どもの自立や自尊感情について考える講座

　子育ての最終目的である自立に向け、子どもに関わる大人のでき

ることは何か？健全に自立へと向かうことができれば、近年増加し

ているイジメ、自殺、虐待、DV、引きこもりなどの問題は減らすことが

できるのではないか？という考察から、子どもへの現在の関わり方を

知り、各家庭で対処する必要性、考え方、方法を学ぶことを目的に企

画しました。

　自立に必要なセルフエスティームを高める勇気づけを各家庭から、

または子どもに関わる大人から行い、子どものうちから自分も他者も

大切に捉える意識をしっかり育てることで、家庭や職場、地域でも男

女平等に活躍できる社会を実現することができます。

　これからも親子のみならず人間関係全般に役立つアクティブ・ペア

レンティング（AP）講座を通して社会貢献して行きます。

問合先 TEL 090-8391-3196（野中） 日程 10月5日（土）

URL http://activeparenting.or.jp/ 参加費 無料

Email apjapan@activeparenting.or.jp　 参加人数 16人



●補助金なし

FAX 050-3730-8645 会場 料理実習室、軽運動室B

21
子連れでピラティス＆パパ飯講座

主催：ごはんとからだ

【内容】
ママはピラティス、パパと子どもはランチボックス
作り

　育児と家事に追われるママと、そんなママを手伝いたい意思はあ

るけれど具体的な行動ができないパパを対象に実施しました。

　ママはピラティス、パパは子どもと一緒にランチボックス(=ライス

バーガー)を調理。2日間で7組のご家族に参加いただきました。旅ラ

イターでもある講師おすすめの“おでかけ食育スポット”を資料で伝え

たところ「今度行きたい！」と、興味も持ってもらうことができまし

た。また、後日参加者の方から「たった1日だけなのに子どもの成長が

感じられた」「妻がリフレッシュできたと喜んでいました！」「子どもと

パパだけで不安でしたが、子どもが思ったより頑張れていたみたい

で嬉しかった」などの声をいただきました。

　今後はより幅広い家族に参加いただきたいと思います。

問合先 TEL 092-577-4432 日程 10月27日（日）、１１月１7日（日）

URL ― 参加費 2,000円/回

Email gohantokarada@gmail.com 参加人数 24人

FAX 092-551-5441（草場） 会場 研修室B

22
女性のための年金セミナー
老後2,000万円は必要？！知って納得！年金の仕組み

主催：ユア・ライフ・サポート

【内容】 女性・初心者向けの年金の基礎が分かるセミナー

　女性は男性と比べて賃金と年金受給額が少ないこと、人生100年

時代に備えること、老後2,000万円は本当に必要なのか、という視点

から年金を受け取る際の注意点や、遺族年金、離婚の際の年金分割、

年金と所得税の仕組みについて学ぶセミナーを女性対象に実施しま

した。

　成果としては、年金や雇用保険についてケース毎の説明があり分

かりやすかったなどの感想を参加者からいただくことができました。

　今後の取り組みは、公的年金の仕組みや制度を正しく理解するこ

とにより、老後資金について早期に準備ができるように女性の就業を

促進していく活動や年金・終活についての講座を開いていきたいで

す。

問合先 TEL 090-7473-5495（草場） 日程 9月26日（木）、10月24日（木）、11月27日（水）

URL ― 参加費 500円/回

Email lifefp0401@gmail.com 参加人数 17人



●補助金なし

23
シングルマザーのためのＨＡＰＰＹエンパワメント講座

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】
シングルマザーのための自己尊重を高めるための
ワークショップ

　ひとり親家庭の母親を対象に自己尊重トレーニングを実施しまし

た。短所を長所に置き換えるというのは、エンパワメント講座のなか

でも、初級にあたるとされていますが、何度取り組んでも相手が変わ

ると新しい発見や、物の見方に触れられて、参加者同士の親しみの度

合いを深めることができます。

　困難を抱えた状況のなかでは、その人が本来持っている個性を人

からポジティブに評価される機会が少ないのですが、講座の中では

先入観なしに見てもらい、全員からメッセージを受け取ることができ

ました。また、後半では癒しのワークでストレス解消法を具体的に考え

ることができました。

　参加者からは「元気が出た」「固定観念にとらわれていたことに気

づいた」「お互いに励ましあえ、エンパワーできた」などの感想をいた

だきました。

問合先 TEL 092-771-7325（大戸） 日程 10月14日（月・祝）

FAX 092-771-7325（大戸） 会場 視聴覚室

URL https://www.smff.or.jp 参加費 無料

Email mail@smff.or.jp 参加人数 10人

24
起業女性のためのお役立ちセミナー
プチ起業・副業・フリーランス！始めるための３つのポイント！

主催：ユア・ライフ・サポート

【内容】
起業したい女性向け！起業するためのポイントが分
かるセミナー

　「働き方改革」によって副業・兼業が普及促進されており、プチ起

業・おうち起業などで働く女性が増えてきています。そこで今回、こ

れから起業を考えている方を対象に開業届や確定申告など、起業に

必要な手続きが分かるセミナーを実施しました。

　講座では確定申告についての説明や扶養内での働き方、扶養を外

れての働き方についても説明し、参加者からは「実際に確定申告の用

紙に記入できてよかった」などの感想をいただきました。

　今後も「女性ならではの柔軟な働き方ができる趣味や特技を活か

す起業家」が手続きの不安を解消し、女性の経済的自立や社会進出

の後押しをしていきたいです。

問合先 TEL 090-7473-5495（草場） 日程 10月10日（木）、11月14日（木）、1月16日（木）

Email lifefp0401@gmail.com 参加人数 25人

FAX 092-551-5441（草場） 会場 研修室B

URL ― 参加費 1,000円/回



●補助金なし

25
カンタ！ティモール映画上映会＆つながりマルシェ

主催：Fukuoka和のタネ

【内容】
女性の人権や平和について考える映画の上映会と
女性によるこだわりマルシェ

　ドキュメンタリー映画「カンタ！ティモール」をより多くの人に観ても

らい、女性の人権や平和について考えてもらう機会にしたいと考えま

した。

　内容が戦争、紛争の場面やレイプに関する経験談を語る場面など

があるため、つらくなりがちで進んで観たい映画ではないと考えた

ので、私たちのグループでマルシェを開催したり、鑑賞直後にテーマ

音楽をフラダンスや歌で表現し、参加者の気持ちを和ませ、その後の

シェア会につなげるように工夫しました。

　今後もより多くの人に本映画を観てもらう機会を作り開催して行き

たいです。また、この活動が、女性の人権や平和のことを考えるきっ

かけにしていきたいです。

問合先 TEL 090-5024-1969（仲） 日程 10月6日（日）

FAX ― 会場 視聴覚室、料理実習室

URL ― 参加費 1,000円

Email fwanotane@gmail.com 参加人数 24人

26
内戦を逃れても～シリア難民女性と子どもにおきたこと～

主催：特定非営利活動法人 アジア女性センター

【内容】
講演
　松永晴子さん（認定NPO法人国境なき子供たち「KnK」）

　子どもたちに子どもらしい普通の生活を送ってほしいと、シリア難

民キャンプで教育実践をしているNGO「国境なき子供たち」から講師

を招き、本講演を実施したところ、当日会場は満員となりました。

　「早期結婚や児童労働へと流れがちな子どもたちを必死で守って

いるのは女性たちだ」という講師の言葉は、遠くで起こっていること

をぐっと参加者の身近に引き寄せることができたと思います。私たち

にできることは、活動への応援と、関心を持ち続けること、他の人にも

伝えることだと思いました。

　私たちのグループも常時の支援活動をしながら、今回のように現

地と私たちの社会をつなげる役割を担っていきたいと強く感じた講

演会でした。

問合先 TEL 092-513-7333 日程 1月11日（土）

Email awc-a@atlas.plala.or.jp 参加人数 45人

FAX 092-513-7333 会場 視聴覚室

URL https://asianwomenscenter.jimdofree.com/ 参加費 1,000円



●補助金なし

27
中高年のためのヨガ・バレエストレッチ・ピラティス

主催：Body Wind

【内容】 初心者向けの３回レッスン

　中高年は身体的・精神的に様々な変化が起こることに加え、ライフ

スタイルや生活環境など周りの環境が大きく変化する時期でもある

ため、中高年の方々を対象に心身のリフレッシュ・悩みの共有で安心感

や解決の糸口を見つけることを目的に今回の企画を実施しました。

　参加した方々からは「何かしたいと思っていた時に参加できてよ

かった」「運動の後の悩みを共有するおしゃべりタイムが楽しかった」

という感想をいただきました。

　今回は１月の寒い時期での開催となり、風邪でのキャンセルが多

かったため、来年度は秋頃の開催を計画しています。今後も引き続

き、男女共同参画の「ライフステージに応じた心身の健康管理の支

援」や「介護支援の充実」をテーマに取り組んでいきます。

問合先 TEL 090-9797-2997（平山） 日程 1月16日（木）、21日（火）、31日（金）

FAX ― 会場 軽運動室B

URL ― 参加費 1,000円/回

Email sumikya@ezweb.ne.jp 参加人数 37人

28
With you Kyushu 2020　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

　日々の診療時間以外でも乳がん患者さんとそのご家族が気軽に相
談できる場があると、より患者さんのサポートにつながると考え、今
回の企画を実施しました。
　今回は、がん患者さんが安心して相談でき、自分を取り戻せるため
の空間作りやサポートをしている「マギーズ東京」に関する講演と体
に無理なく気軽に行える健康体操「3B体操」についての講演、そして
分科会を実施しました。
　県内を問わず、九州各地からも160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、分科会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をするだけで不安が和らいだとの意見もあり
ました。
　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19日（日）

Email withyoukyushu@yahoo.co.jp 参加人数 167人

FAX ― 会場 アミカス全館

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



●補助金なし

　

29
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生き方～

主催：自律・自立支援倶楽部

【内容】
「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

　私たちは、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年に活動を開始しました。自身の人

生・仕事についてどう向き合っていけばよいのか課題を抱える方々

へ、自身を内観し自己理解を深め、今の自分を受容しながら、問題を

解決していくきっかけとなるようなワークと個別カウンセリングを毎

年実施しています。

　グループワークでの自己開示は浄化作用もあり、“モヤモヤ”を

“スッキリ”していただくことも意識しています。人生100年社会を迎

え、より一層“キャリアオーナシップ”という生き方が求められるように

なりました。

　今後もひとり一人の女性の生き方・働き方の支援につながる活動を

していきます。

問合先 TEL 090-8413-3106(安藤） 日程 12月7日（土）

FAX 092-761-6075（安藤） 会場 研修室C

URL ― 参加費 500円

Email michiko@office-and.com　 参加人数 6人

30
育て力・リーダーシップ能力向上の体験型エニアグラムone-day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

　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、現実として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、働く女性を

対象として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、つい浮上してしまうタイプごとの

思考や感情のクセ、リーダーシップの取り方など参加者の自己理解が

深まり、“腑に落ちる体験”をしていただくことができ、他者との違い

に気付き、他者を受容するための心構えを学んでいただきました。

　今後は、探求がさらに進むワークと傾聴スキルが強化できる講座を

実施したいと思います。

問合先 TEL ― 日程 12月14日（土）

Email neo714285@yahoo.co.jp 参加人数 2人

FAX ― 会場 研修室B

URL ― 参加費 2,000円



●補助金なし

31
あなたは”自分の弱さ”を語れますか？
～当事者研究に学ぶ弱さの情報公開～

主催：ふくおか当事者研究会

【内容】
自分らしい自由な生き方について考える映画の上映会
＆ワークショップ

　このイベントは、期待される役割を担い、その固定観念にとらわれ

て、自分らしい自由な生き方ができずに生きづらさを抱えている人を

対象に、自分の弱さをキーワードに男女が対等に話し合うことを意図

して実施しました。

　当事者研究に関する映画の上映会の後、様々な立場の方が、どん

な人、環境、場所なら自分の弱さを語ることができるかについて話し

合うことで、自分らしさを尊重するためには、相手の性別、役割にとら

われず、また、相手を評価などしないことが大切であるという感想が

得られました。

　自分研究のテーマは自由。こからも定期的にミーティングを開催し

ます。

問合先 TEL 090-6630-5295（鬼塚） 日程 12月15日（日）

FAX 092-662-5275（鬼塚） 会場 視聴覚室

URL http://tojishakenkyufk.com/ 参加費 無料

Email nowrainbow117@yahoo.co.jp 参加人数 21人
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