フォーラムへの
参加方法

・オンラインで参加

詳細はフォーラムへの参加方法のページをご覧ください。

・視聴会場から参加 クローバープラザアリーナ棟大ホール
11月28日(土)13時～15時 (開場 12時～16時)

その他、
17市町。※詳細は視聴会場案内ページをご覧ください。

「福岡県男女共同参画表彰」
を受けた受賞者の取り組み
や表彰式の様子について
動画で紹介します。
オンライン版
オンライン版

県民企画事業
詳しくは裏面へ

県民企画団体プログラム
要申込

そのＤＶはコロナウイルスのせい？

〜自粛要請下のＤＶ、性暴力、子ども虐待〜

11月28日（土）1 0：00〜12：00
新型ウイルスが女性への暴力に与えた影響について考えます。
講師：北仲千里さん（広島大学ハラスメント相談室 准教授
NPO法人「全国女性シェルターネット」代表理事・共同代表）
［対象］関心のある県民
［主催］特定非営利活動法人 アジア女性センター
［申込み］ awc-a@atlas.plala.or.jp
awc-a@atlas.plala.or.jp
要申込

家族で考える「子どもの心」の育て方

ラ
イ
ブ
配
信

11月28日（土）1 0：00〜12：00
子どもの金銭教育について家族全員で考えてみましょう。
講師：ＦＰ円縁 荒川文江さん（ファイナンシャルプランナー）
［主催］グリーンコープ生活協同組合ふくおか
uulpgwg 1 @greencoop.or.jp

あなたのまちでも出来る！
オンラインマルシェ企画会議

要申込

11月28日（土）1 0： 00〜12：00
マルシェをオンラインで？！これからの可能性を探る企画会議
トークイベント：木藤亮太さん（株式会社ホーホゥ 代表取締役）
オンラインワークショップ
第１回 11月28日（土） 10：00〜（10名）
第２回 12月 ４日（金 ） 10：0 0 〜（1 0 名）
講師：sweet sugarさん（スクラップブッキング講師）
［主催］connect

要申込

ぷらっと かたらん場
withコロナと新しいライフスタイル☆彡

11月28日（土）10： 00〜12 ：00
コロナ禍のなかでの子どものこと、高齢者のこと、仕事のこと、災害の
ことなどなど、みんなで語り合おう！
講師：沼尾波子さん（東洋大学国際学部 教授）
［主催］華一会
hanaichikai@amail.plala.or.jp

リモートワークで家庭内男女の役割分担は変わったのか

録
画
配
信
月

九産大学生が調査結果を報告し、社会人の皆さんと意見交換します。
報告者：九州産業大学学生
ファシリテーター：山下永子さん（九州産業大学 教授）
コメンテーター：内海良介さん（ファザーリング・ジャパン九州）

［主催］KSU̲Yゼミʼ20
［問合せ］ Ksu 39 yzemi@gmail.com

あなたの潜在的な価値をみつけよう
〜withコロナで働き続けるために〜

講師：白石裕子さん（キャリアコンサルタント）
［主催］日本ＢＰＷ北九州クラブ
［問合せ］

月
５
日
︵
土
︶

jinta.kimiko. 0409 h@ezweb.ne.jp
yakkosunday@yahoo.co.jp

〜女性の視点からの防災〜
災害に備えて、今私ができること

男女共同参画社会に向けて「女性の視点」からの防災を考えましょう。
［主催］男女共同参画ネットワーク春日
［問合せ］
akiko-katanosan@i.softbank.jp

「ニューノーマル」でシフトチェンジ

11月28日（土）1 5： 00〜17：00
コロナでジェンダー意識は変わるのか？座談会形式で追求します。
パネリスト：石橋美恵子さん、冨安兆子さん、
中嶋玲子さん、松田美幸さん
［主催］ふくおか県「翼の会」
［問合せ］ tatsu 01 nana 99 @yahoo.co.jp
要申込

アンコンシャス・バイアスの気づきとテクノロジー

11月29日（日）1 4： 00〜16：00
グローバル企業の先進的取組とテクノロジーの可能性を考えます。
講師：葉村真樹さん（東京都市大学 教授 ボストンコンサルティン
ググループパートナー＆アソシエイトディレクター）
［主催］CORAL
詳細ページの申込みフォームから
［問合せ］ coral.ogori@gmail.com

詳細ページ

要申込

子どもがいる暮らしの中でここちよく働く

11月30日（月）1 0：00〜12：00
社会通念に捉われず、
自分にとって
「心地よいはたらき方」
を考えます。
講師：市川望美さん（非営利型株式会社ポラリス取締役ファウンダー）
［対象］福岡県内在住の子育て期の方（ おおむね子どもが０歳〜高校
生） 20人程度
［主催］一般社団法人 ママトコラボ
［申込み］申込みフォームから
［問合せ］ mamatocolab@gmail.com
要申込

申込み
フォーム

不登校・行き渋りの保護者のための

12月５日（土）①10：00〜11：00 ②14：00〜15：00
子どもを見守る日々で感じたあなたのお話を、人形劇で上演します。
講師：五味伸之さん
［対象］不登校や行き渋りなどの子どもの保護者やその支援者
［主催］不登校・行き渋り等保護者会「Good Cheerの会」
［申込み］ 申込みフォームから
メール：
goodcheer 1205 @gmail.com
［問合せ ］G oo d Cheerの会
goodcheer 1205@gmail.com

申込み
フォーム

ファミリーコンサート in BRASS

親子で楽しめるミニコンサートを開催します！
［主催］ラシャス ウインド アンサンブル
［問合せ］ luscious.wind.ensemble@gmail.com

オリジナルの寸劇、にわか、歌で共に支え合う地域へ！

しなやかなる継続で意識は変わる〜座・しゃくなげのふり返り〜
［主催］座・しゃくなげ
［問合せ］
jinken@city-nakagawa.fukuoka.jp

性暴力にNO！〜フラワーデモの繋がりと広がりが創る未来〜
パネリスト
北原みのりさん(作家、
フラワーデモ全国呼びかけ人）

黒瀬まり子さん（臨床心理士、フラワーデモ＠ふくおか呼びかけ人）

山本潤さん（一般社団法人Ｓpring代表、法務省犯罪に関する刑事法検討委員
会委員）

コーディネーター

本多玲子さん(博多ウィメンズカウンセリング フェミニストカウンセラー)

［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
［問合せ］ hwc 21kouza@yahoo.co.jp
団体HP

視聴会場 （基調講演と前日祭の動画が視聴できます）
大
牟
田
市

大牟田市市民活動等多目的交流施設 えるる
２階研修室 (大牟田市新栄町6-1)
11月28日(土)13:00～(開場 12:30)
[定員]30人
[事前申込]要 ※当日参加も可
[問合せ先] TEL 0944-41-2611
要申込
FAX 0944-41-2869
（大牟田市男女共同参画センター）

直
方
市

直方市中央公民館1階 大会議室
(直方市津田町7-20)
11月28日(土)13:00～15:00（開場 12:30）
12月2日(水)13:30～15:30（開場 13:00）
[定員]80人
[事前申込]不要
[問合せ先] TEL 0949-25-2244
（直方市男女共同参画センター）

田
川
市

田川市男女共同参画センター ゆめっせ
(田川市平松町3-36）
11月30日(月) 12月1日(火) 12月3日(木) 12月4日(金)
いずれの日程も9:00～・14:00～の１日２回
(開場時間は開始の30分前)
[定員]15人
[事前申込]要
要申込
[問合せ先] TEL 0947-85-7134

行
橋
市

行橋市男女共同参画センター 研修室
(行橋市中央1丁目9-2 行橋市役所別館)
11月28日(土)13:00～(開場 12:30)
[定員]10人
[事前申込]要
要申込
[問合せ先] TEL 0930-26-2232
（行橋市男女共同参画センター る～ぷる）

小
郡
市

小郡市人権教育啓発センター1階 大集会室
(小郡市小郡296)
11月30日(月)10:00～12:00 (開場 9:30)
[定員]50人
[事前申込]要 ※11月20日(金)まで
[問合せ先] TEL 0942-72-2111
要申込
danjokyodo@city.ogori.lg.jp

大
野
城
市

大野城まどかぴあ 202会議室
(大野城市曙町2丁目3-1)
11月30日(月)10:00～12:00(開場 9:30)
14:00～16:00(開場 13:30)
[定員]15人
[事前申込]不要
[問合せ先] TEL 092-586-4030
（大野城まどかぴあ男女平等推進センターアスカーラ）

太
宰
府
市

福
津
市

福津市役所別館 大ホールA・B
(福津市中央1丁目1-1)
11月28日(土)13:00～(開場 12:30)
[定員]20人
[事前申込]要
要申込
[問合せ先] TEL 0940-43-8116
FAX 0940-43-3168
danjo@city.fukutsu.lg.jp

朝
倉
市

朝倉市男女共同参画センター あすみん 会議室
(朝倉市杷木池田483-1)
11月28日(土)13:00～(開場 12:30)
[定員]12人
[事前申込]要
要申込
[問合せ先] TEL 0946-28-7595
FAX 0946-63-3569
danjo@city.asakura.lg.jp

大
木
町

大莞コミュニティセンター
(大木町大字三八松384)
11月28日(土)13:00～(開場 12:30)
[定員]30人
[事前申込]要
[問合せ先] TEL 0944-32-1036(直通)
FAX 0944-32-1054
kikaku@town.ooki.lg.jp

築
上
町

築上町役場 築城支所2階 4・5会議室
(築上町大字築城1096)
11月28日(土)13:00～(開場 12:30)
[定員]20人
[事前申込]不要
[問合せ先] TEL 0930-52-0001
jinken@town.chikujo.lg.jp

北
九
州
市

北九州市立男女共同参画センタームーブ 企画ルーム１
(北九州市小倉北区大手町11-4 大手町ビル5階)
11月28日(土)13:00～(開場 12:30)
[定員]10人
[事前申込]要
要申込
[問合せ先] TEL 093-583-3939
move@move-kitakyu.jp

久
留
米
市

えーるピア久留米 301･302学習室
(久留米市諏訪野町1830-6)
11月28日(土)13:00～(開場 12:45)
[定員]50人 [事前申込]要 ※11月8日(日)から受付開始
[問合せ先] TEL 0942-30-7800 FAX 0942-30-7811
danjo-c@city.kurume.fukuoka.jp
要申込
（久留米市男女平等推進センター）

飯
塚
市

飯塚市役所本庁2階 多目的ホール
(飯塚市新立岩5-5)
11月28日(土)13:00～(開場 12:30)
[定員]30人
[事前申込]不要
[問合せ先] TEL 0948-22-7058
sunkusu@city.iizuka.lg.jp
（飯塚市男女共同参画推進センター サンクス）

嘉
麻
市

要申込

太宰府市男女共同参画推進センター ルミナス 会議室
(太宰府市白川2-2)
11月28日(土)13:00～(開場 12:30)
[定員]20人
[事前申込]不要
[問合せ先] TEL 092-925-5404

ruminas@dazaifu-info.or.jp
嘉麻市立織田廣喜美術館 市民アトリエ
(嘉麻市上臼井767)
11月28日(土)13:00～(開場12:30)
11月29日(日)10:00～(開場10:00)
要申込
[定員]12人 [事前申込]要
[問合せ先] TEL 0948-62-5714 FAX 0948-62-5692
danjo@city.kama.lg.jp(嘉麻市男女共同参画推進課)

志
免
町

生涯学習1号館 マルチメディア室
(志免町志免中央１丁目3-2)
11月28日(土)13:00～(開場 12:30)
[定員]10人
[事前申込]不要
[問合せ先] TEL 092-935-1853（直通）
chiiki@town.shime.fukuoka.jp
（志免町まちの魅力推進課 地域づくり係）

苅
田
町

三原文化会館1階 大ホール
(苅田町富久町1丁目19-1)
要申込
11月28日(土)13:00～(開場 12:30)
[定員]20人(2階和室にて託児あり) [事前申込]要
[問合せ先] TEL 093-434-1958
(苅田町 総務課 人権・男女共同参画推進担当)

※申込が必要な会場にお越しの際は、事前に各会場の
問合せ先に申し込んでください。
※新型コロナウイルスの感染状況に応じて、視聴会場の
設置が中止または定員が変更となることがあります。

フォーラムタイムスケジュール
前日祭動画
10：00

11：00

12：00

11/27（金）
企画団体ライブ配信

フォーラム当日

14：00

15：00

16：00

17：00

～0：00

トーク＆ピアノ演奏:徳永さん

前日祭

11/28（土）

13：00

企画団体ライブ

企画団体動画

基調講演動画

14：10頃（基調講演後）
黒﨑さんとセンター長のトークライブ配信

基調講演:黒﨑さん

・アジア女性センター
・グリーンコープ生協
・Connect①
・華一会

企画団体録画配信
企画団体ライブ配信
・ふくおか県「翼の会」

トーク＆ピアノ演奏：徳永さん

特設サイト
11/29～12/5
フォーラム週間

11/30

・ママトコラボ

企画団体
ライブ配信
11/29～12/5
フォーラム週間

12/4

・Connect②
午前の部

11/29

・CORAL

12/5

午後の部

12/5

・Good Cheerの会②

・Good Cheerの会①

フォーラムへの参加方法
期間中に「あすばるホームページ」において「あすばる男女共同参画フォーラム特設サイト」
を閲覧してください。
参加費無料
https://www.asubaru.or.jp/
あすばる
操作は簡単
難しい操作は必要ありません。
どなたでも簡単に参加できます。インターネットが使用
できる環境であれば、どこからでも参加できます。

どこにいても視聴
パソコン、タブレット、スマートフォン、好きな端末で
参加できます。
会場に出向くこと無く、好きな場所でゆっくり参加いた
だけます。

視聴会場
インターネット環境が整っていない方のために、視聴会場を
準備しています。
★クローバープラザアリーナ棟大ホール（春日市原町3-1-7）他、
チラシの視聴会場案内ページをご覧ください。

特設サイト イメージ画像

オンライン産直市♡まごころ製品ネット販売
フォーラム特設サイトから、ご協力いただいた生産者のサイトにアクセスすることで、
お買い物ができるようになります。ご利用ください。

福岡県男女共同参画センター「あすばる」
〒816-0804 福岡県春日市原町3丁目1-7（クローバープラザ内）

TEL：092-584-1261 FAX：092-584-1262 ✉info@asubaru.or.jp

11月の第4土曜日は
福岡県男女共同参画の日
福岡県男女共同参画
シンボルマーク

