女性の人生サポート講座
知って活用しよう
労働のルール

オンラインセミナー

どちらかだけの申し込みも可

コロナ禍で加速する多様な人材
マネジメントとチーム戦略

離婚を考えたときに
知っておきたいこと

12月26日(土）
13:30～15:30

1月16日(土)
13:30～15:30

セクハラ・マタハラ・パワハラに、残業
代の不払やパートの更新、妊娠・出産し
て働き続けるには？介護との両立は？
安心して働き続けるために、守るべき労
働のルールを知りトラブルに備えます。

離婚したい時、したくない時、どうし
たらいいでしょうか？
後で知らなかったと後悔しないよう、
きちんと法律を知り、自分で選択して
いきましょう。

■講師：原田 直子
（女性協同法律事務所 弁護士）

■講師：佐木 さくら
（女性協同法律事務所 弁護士）

■場所

2階

視聴覚室

1月8日(金)
14:00～15:30

■定員：各40人

先着順

無 料

託 児

女 性

オンライン
働き方改革とコミュニケーション、心理
的安全性、無意識の偏見などをテーマに
お話します。
■講師：塚越

学（東レ経営研究所）

■対象：福岡市内に居住か通勤する人
■定員：500人
■申込方法：
12/31（木）までに下記サイトから
https://fukuokacity-wlb.businessrefine.co.jp/
※Zoomウェビナーを使用します。
先着順

ママのための再就職応援セミナー
女性の就職支援セミナー

ママためのお仕事スタートアップ

どちらかだけの申し込みも可

女性のための就職応援プログラム

子育てを しながら就職活動を始める
際の、さまざまな不安や悩みについて、
座談会形式で一緒に考えます。
■講師：就職支援ナビゲーター
(シティーハローワークみなみ)
■対象：就職を希望する子育て中の
女性
■定員：12人

■場所

2階

研修室B

女性起業家のための
はじめてのお店づくりセミナー
１月23日(土）
13:30～17:00

1月22日(金)～
10:00～12:00
連続講座

1月15日(金)
10:00～12:00

Step1 1/22(金)10:00~12:00
セミナー「知ってみよう！私の強み」
Step2 期間中（事前予約制）
個別支援「広げてみよう！私の可能性」
Step3 2/5(金)10:00~12:00
セミナー「やってみよう！模擬面接」
■定員：10人
■対象：Step１～３まで通して参加
できる方

先着順

無 料

託 児

女 性

無 料

２階

視聴覚室

起業の準備、心構えから、物件選びの基礎知
識、店舗デザイン、ロゴマークまで、それぞ
れ専門家４人がポイントをお伝えします。
①自分のお店を持つために必要な
準備と心構え
②知っていれば損をしない！
不動産の基礎知識
③お店づくりのポイント
コンセプトと店舗デザイン
④お店のブランディング
ロゴマーク・集客できるチラシ
※受講後、希望者のみ
16:30～17:00 交流会
■定員：40人
先着順

無 料

託 児

女 性

掲載イベントの共通事項
●ご参加には申込が必要です：
「申込」の記載がないものはすべて
アミカス(代表）へ電話、FAX、メール、ホームページから氏名、
電話番号、託児をご希望の方は住所、お子様のお名前と年齢を
お知らせください。
※申し込み先は裏面をご覧ください。
※電話受付時間：平日 9:30～17:30(日・祝日は 17:00 まで)
※お知らせいただいた個人情報は、アミカスの講座案内や法令に
定めのある場合、ご本人が同意している場合を除き、目的外利
用することや第三者に提供することはありません。
※お子様同席での参加はご遠慮ください。

●受講案内について：先着順のイベントでは「受講案内」はお送り
いたしません。申し込み後、当日、直接会場へお越し願います。
抽選及び選考の講座は決定者のみお知らせいたします。
●託児について：生後６か月から小学３年生までのお子様が対象で、
料金は無料です。原則、利用日の10日前までにご予約ください。
託児関係書類を後日送付いたします。
アミカスの子どもの部屋では、お申し込みになったお子様の
年齢に応じて適正な人数の託児スタッフを手配しています。
キャンセルされる場合は、早めのご連絡をお願いします。

アミカス図書室 休室のお知らせ

新型コロナウイルスの感染拡大防止
のため、講座に参加される際は、

1／13 日（水）～ 21 日（木）

入室時の「手指消毒」

図書整理・点検のため、期間中は閲覧・貸出ができません。
閲覧

貸出

返却

×

×

〇

受講時の「マスク着用」
をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染
症拡大防止の観点から、
中止や延期となる場合が
ございます。

本の返却は、図書室前に設置します 臨時返却口 をご利用ください。
利用者の皆様には、大変ご不便をおかけしますが、ご理解をお願いします。

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様々な活動を応援しています。
※この欄のイベントの問い合わせ・申し込みは、各主催者へお願いします。

みんなで学ぶ失敗する相続！
～いざという時に困らない
相続講座～

12/13（日）
視聴覚室

みんなで学び語り合おう
SOGIE と LGBT
『多様な生と性、そして人権』

相談名◆電話・面接の別

1/24（日）
視聴覚室

相 談 内 容
E

相続対策セミナー＆無料相談会
■時間：13:30～16:00
■定員：12人
■参加費：500円
■対象：シニア女性とその家族
■主催：離婚と相続のADRセンター
TEL：090-7920-5950（水田、猪口）
FAX：092-921-9480
メール：info@seminar-fukuoka.com
■申込：電話、FAX、メール
SOGIE（性的指向と性自認）とLGBTについての学習会＆交流会
■時間：①11:00～12:30（学習会）②13:30～16:30（交流会）
①②どちらかだけの参加も可。
■定員：①45人 ②25人 ■参加費：1人500円
■主催：LGBTの家族と友人をつなぐ会 in 福岡
TEL：080-4820-2423（古野）
メール：fukuoka@lgbt-family.or.jp
■申込：メール

相談員

総合相談
◆電話相談
◆面接相談（要予約）

家庭内の暴力や職場での問題、仕事
や結婚など、さまざまな生き方、 女性相談員
家族・夫婦・人間関係について

法律相談
◆面接相談（要予約）

夫婦・相続・金銭や不動産、ＤＶ、
人権侵害等の法律に関する問題に
ついて
女性弁護士

お仕事帰りの法律相談
◆面接相談（要予約）

※お一人年度１回のご利用です。
※「お仕事帰りの法律相談」はお仕事を
お持ちの方を対象としています

男性のための
相談ホットライン
◆電話相談

職場・家庭の問題など男性が抱える
男性相談員
さまざまな問題について

ＤＶ相談ダイヤル
◆電話相談

ＤＶ(ドメスティック・バイオレンス)
女性相談員
についての悩みや被害について

〈編集・発行〉福岡市男女共同参画推進センター・アミカス

相談日
A

相談時間

E

A

毎日

10:00～20:00

※祝日は～16:30

毎月第 1～4 水曜日
※祝日は除く

毎月第 4 月曜日
毎月第 1～3 月曜日

〒815-0083

13:00～16:00

092526-3788

18:00～20:00

※祝日は除く

水・木曜日

電話番号

10:00～16:30

第２・第４月曜日

※祝日は除く

E

19:00～21:00

092526-1718

10:00～16:00

092526-6070

福岡市南区高宮３丁目３－１

代表
TEL：092-526-3755 FAX：092-526-3766 メール：amikas@city.fukuoka.lg.jp
図書室 TEL：092-534-7593 FAX：092-534-7595 メール：amitosho@city.fukuoka.lg.jp
相談室 TEL：092-526-3788 FAX：092-526-3766 メール：amikas.soudan@city.fukuoka.lg.jp
URL：https：//www.city.fukuoka.lg.jp/amikas/
facebook ページ：http：//www.facebook.com/amikasfukuokacity
⻄鉄天神⼤牟⽥線「⾼宮駅」⻄⼝すぐ、 ⻄鉄バス「西鉄⾼宮駅前」すぐ
■開館時間 9:30～21:30 ※日曜日・祝日は 17:00 まで
■12・1 月の休館日 第２・最終火曜日 ■年末年始の休館日 12/28～1/3
アミカス
検 索
■12・1 月の図書室休室日 休館日・第３火曜日、12/12・1/13～21 は臨時休室

