あすばる男女共同参画フォーラム2019

歩みをとめず
未来へつなぐ
〜誰もが自分らしく活躍する
持続可能な社会のために〜

1123 土・祝
13：00〜15：00

会場

講師

■開会・第18回福岡県男女共同参画表彰表彰式
■基調講演

「歩みをとめず40年、
男女平等をどう進めるか」
※事前申し込み不要。当日、定員を超えた場合は、
別室にてモニター視聴となります。
※手話通訳・要約筆記有り

終日

■農業女性グループのふれあい市、
バザー、カフェ、マルシェ

トーク&ステージイベント
10：30~12：30
※事前申し込み不要
講師

同日開催

山下 泰子 さん

今年は、女子差別撤廃条約が国連で採
択されてから40年の節目の年です。長
年条約の研究・普及に尽力されている
山下泰子さんをお迎えし、この40年の
世界と日本の男女共同参画の歩みを学
び、次世代につなぐ道を考えます。

■県民企画事業
講演会・ワークショップなど多数開催

11月16日（土）

福岡県春日市原町3丁目1-7

文京学院大学名誉教授
国際女性の地位協会会長

10：00〜

■プレイベント

クローバープラザ

11月16日（土）
〜11月23日（土・祝）

太刀山 美樹 さん

※11/18は休館

株式会社MIKI・ファニット 代表取締役

クローバープラ
ザ
家族の日フェス
タ

■フォーラム
ウィーク2019

キッズダンスやグランチアの指導者としておなじみの
太刀山美樹さんとダンスチームをお招きし、誰もが自分ら
しくそれぞれのステージ（場所）で活躍するためのヒント
満載の講演と笑顔あふれる素敵なダンスをお届けします。

期 間 中、親 子 で 楽 し め
るワークショップや
ト ー ク イ ベ ン ト、学 生
とのコラボ企画を予定
しています!

TEL 092-584-1261 https：//www.asubaru.or.jp/
詳細随時更新中

主催：福岡県、福岡県男女共同参画センター「あすばる」、福岡県男女共同参画推進連絡会議（ふくおかみらいねっと）

フォーラムウィーク2019

あすばる男女共同参画フォーラム2019
プレ
イベント

家族で楽しく学ぼう！ 
身近なもので作る防災グッズ

11 の
16



10：30～12：30
［主 催］志免マルシェ
［問合せ］   3chan@3chan.kitchen.com
［申込み］http://3chan-kitchen.com/event/
フロント講座/
［参加費］1000円

11 の
23

お父さんと子どもの
こづかいゲーム

１０：３０～１２：３０
１３：３０～１５：３０
［主 催］北九州インタープリテーション研究会
［問合せ］TEL０９０-８２２４-３１１５（ハラガ）
  kabaoharaga@icloud.com
［参加費］無料



ひとり親“生き勝つ”講座
～体験談から学ぶ知識と知恵～

１０：００～１２：００
［主 催］かたって、つないで
［問合せ］TEL080-9060-1248（ヨシノ）

  katatte.tsunaide.dazaifu@gmail.com
［申込み］h ttps://ws.formzu.net/sfgen/
S43801546/
［参加費］３００円

ＡＭ

１０：００～１２：００
［主 催］新日本婦人の会 春日支部
［問合せ］TEL092-591-2227
090-5478-7654（ムラヤマ）
［参加費］無料

クロスロードゲームで考える
組織の中の男女共同参画
要予約





１０：００～１２：００
［主 催］特定非営利活動法人 
福岡ジェンダー研究所
［問合せ・申込み］
TEL・FAX092-401-5811
  info@fgsi.jp
［参加費］無料




ＰＭ

「女子」という呪い

～貧困、ＤＶ、性暴力、非正規雇用の


中で生きるということ～
１５：３０～１７：３０
［主 催］特定非営利活動法人 
博多ウイメンズカウンセリング
［問合せ］TEL０９２-２１０-００５８
  hwc21kouza@yahoo.co.jp
［参加費］無料





要予約

１０：００～１２：００
［主 催］審議会等委員の会「セミナーメイト」
［問合せ］TEL092-325-0341（タニグチ）

  chamo@camel.plala.or.jp
［参加費］無料

私たち学生は育休を取りたい！
男も女も子育てする社会
要予約



１５：３０～１７：００
［主 催］ふくおか県「翼の会」
［問合せ］TEL０９０-４５１３-７５３１（スギウラ）
  shinonee3@gmail.com
［参加費］無料

※内容は予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。

人生100年時代、私たちができること
「人生はネガティブで終わらない！！」



要予約
１５：３０～１７：３０
［主 催］大人の学びをデザインする 華一会
［問合せ］   hanaichikai@gmail.com
［申込み］h ttps://hana1kai-asubaru2019.
peatix.com（9/1受付開始）
［参加費］無料

11 月の第 4 土曜日は
福岡県男女共同参画の日

JR鹿児島本線春日駅から徒歩約1分

あすばる

西鉄大牟田線春日原駅から徒歩約10分

クローバープラザ内

国道 号
線

112

号線

春日公園

県道

福岡県男女共同参画センター「あすばる」 https://www.asubaru.or.jp/ info@asubaru.or.jp
休館日：毎週月曜日（祝日の場合はその翌日、第4月曜日は開館）
TEL 092-584-1261 FAX 092-584-1262 ※電話でのお問い合わせは午前9時〜午後5時まで

春日市役所

西鉄春日原駅

〒816-0804 福岡県春日市原町3丁目1-7（クローバープラザ内）

31

号線

※11月23日
（土）
は、
JR春日駅に一部の快速電車が臨時停車します。

県道

※駐車場には限りがあります。ご来場には公共交通機関をご利用ください。

ＪＲ春日駅

西鉄バス千歳町二丁目バス停から徒歩約1分

ＪＲ南福岡駅

■交通アクセス



１０：００～１２：００
［主 催］KSU_Yゼミ９
［問合せ・申込み］
TEL092-673-5331(九州産業大学山下研究室)
  ksu39yzemi@gmail.com
［参加費］無料
［対 象］働き方に関する学生の意識に関心のある方

１０：００～１２：００
［主 催］NPO法人日本ＦＰ協会 福岡支部
［問合せ］   fukuoka_bb@jafp.or.jp
［申込み］https://www.jafp.or.jp/shibu/
fukuoka（10月中旬予約ページ開設）
［参加費］無料

クロスロードゲーム ダイバーシティ編



男女共同参画社会をめざして
～意思決定の場に女性の参画を！～

１０：００～１２：００（講演会１１：１０～１２：００）
［主 催］福岡県五行歌作家協会
［問合せ］TEL090-9402-5578（ワタヌキ）
［参加費］無料

家計管理の基本がわかる！
体験型ライフプランセミナー



１０：００～１２：００
［主 催］社会福祉法人
福岡県母子寡婦福祉連合会
［問合せ］TEL０９２-５８４-３９２２
［参加費］無料


大人の絵日記・五行歌展
鼎談「家族会議のヒント」



おにぎり“愛”は語り“愛”ワークショップ

10：00〜12：00
13：00〜15：00
［主 催］グリーンコープ生活協同組合ふくおか
［問合せ・申込み］TEL092-481-5789
［参加費］子ども一人につき550円
［対 象］小学生とその保護者

要予約



10：30〜15：30
［主 催］connect
［問合せ］TEL080-5276-1166（ホンダ）
  ktmktm@connect-cr.com
［参加費］1ワーク500円程度



要予約

KATATSUNAcafe
〜かたつな♡カフェ〜

男女平等って本当？
弁護士から見た日本社会 現在～未来

■生後6か月〜就学前まで
■一人につき1日300円
■両日とも先着20名
※各開催日の２週間前までに要予約

親子で出来る！楽しく製作！
キッズワークショップ体験

10：30～15：00
［主 催］エフコープ西部ブロック活動委員会
［問合せ］   osamu-takaki@fcoop.or.jp
［参加費］無料

食べた分だけ元気になる！
みっちゃんの発酵体験
「手作り豆乳みそ」 要予約

一時保育（11月16・23日）
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