11月 26日 土

朝

2022 年

しい

共 同 参 画 フォーラム 2022
会場

クローバープラザ
福岡県春日市原町 3 丁目1-7

大ホール（アリーナ棟２Ｆ）

スペシャルトーク 14：00 ~ 15：00

脚本家

おお

もり

み

か

大森 美香 さん

福岡県築上町出身で、脚本家としてご活躍の大森美香
さんをお招きし、大森さんが脚本を手掛けたNHK連続
テレビ小説『あさが来た』の主人公のモデルである女
性の実業家のパイオニア・広岡浅子の生き方を題材に、

が来 た

「 みんなが嬉しい
世の中のために」
特別ゲスト

男女共同参画社会 の

新

あすばる男女

「あすばる」の神﨑センター長がお話を伺います。女性
※事前申し込み不要 ※手話通訳・要約筆記有り

を応援する数々のメッセージをお話しいただきます。

10：00〜〔県民企画事業〕

映画上映 ◆ 講演会
◆ ワークショップなど
多数開催
◆

プレイベント開催
開催日
会 場

13：00〜14：00

終日

第２１回 福岡県男女共同
参画表彰表彰式・展示

農業女性グループの
ふるさと産直
ふれあい市、マルシェ

フォーラム
ウィーク2 0 2 2

「クローバープラザ家族の日フェスタ 同日開催！
」と

11月20日（日）10：00 〜11：30

開催期間

クローバーホール（西棟1F）

トークショー

ハルパパの子育て奮闘記
~もっと自由にのびやかに ~

11月20日（日）〜
11月26日（土）

要事前申込
先着150 名

※11/21は休館

タレントとしてテレビやラジオ等でご活躍中で、RKB「日曜もシエスタ」のMCで
おなじみのハルさんをお招きし、子育て中のエピソードをお伺いすると
ともに、男女が共に子育てしやすい社会に向けたエールをお届けします。
あすばるホームページ、メール、電話、または二次元コードからお申し込みください▶

主催

講師

ハル さん

（タレント）

ワークショップやトークイベ
ントなど県民の皆さんによる
催しを予定しています！

詳しくは裏面をご覧ください

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）

☎ 092-584-1261

後援

朝日新聞社 ／ 西日本新聞社 ／ 毎日新聞社
読売新聞社 ／ NHK福岡放送局

県民企画事業
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

日 のイベント
11/20日●
ワークショップ

会場開催

お父さんと子どものこづかいゲーム
10:30〜12:30／13:30〜15:30
〔参加費〕550円
〔対 象〕
お父さん（保護者）と小学生の子ども
〔主 催〕
グリーンコープ生活協同組合ふくおか
〔問合先〕☎ 092-481-5789

パネルディスカッション
ワークショップ

会場開催

一時保育

パパ育休2年間のリアルお話会＆
心地よいだっこの仕方とだっこ紐のつけ方講座

生後6か月〜就学前まで
一人につき1日300円
■ 各開催日の２週間前までの要予約
■

13：30〜15：30
〔主 催〕勝手にパパの子育て応援センター
〔問合先〕
メール papakosodate9@gmail.com

■

・26日
11月20日
着20名
先
両日とも

土 のイベント
11/26日●
映画上映・感想会

会場開催

映画「カランコエの花」
〜ただ、あなたを守りたかった〜
上映会と感想会

10:00〜12:00
〔主 催〕審議会等委員の会「セミナーメイト」
〔問合先〕☎ 090-3410-6982

会場開催

＃Me too ＃With you
〜私たちの居場所作りワークショップ〜
10:00〜12:00
〔主 催〕特定非営利活動法人アジア女性センター
〔問合先〕☎ 092-513-7333

講演会・報告会

会場開催

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
〔主 催〕
男女共同参画ネットワーク春日
〔問合先〕☎ 090-4487-7033
ワークショップ

講演会・対談

会場開催

大学生が考える
リプロダクティヴ・ヘルス＆ライツ
15:30〜17:30
〔主 催〕KSU 山下組♡
〔問合先〕☎ 092-673-5331

報告会

会場開催

広げよう子どもの権利条例
〜那珂川市子どもの権利条例制定まで〜
10:00〜12:00
〔主 催〕
ずっと住みたい那珂川ネット21
〔問合先〕☎ 090-7389-4372

映画上映・講演会

ライブ配信

コロナ時代を健やかに生きる ドキュメンタリー映画
「LOVE HEALS」上映会＆ミニ体験
15:30〜17:30 〔参加費〕1,000円
〔主 催〕ECOハッピーブレインクラブ北九州
〔問合先〕☎ 090-9498-5875

パネルディスカッション

会場開催

ジェンダー平等でつながる
これまでとこれから〜Z 世代と語る
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
〔問合先〕☎ 092-401-5811

講演会

会場開催

【リケジョが教える教養講座】
家族で学ぶ家計の話
13:30〜15:30
〔主 催〕独立行政法人国立高等専門学校機構
久留米工業高等専門学校
〔問合先〕☎ 0942-35-9399
パネルディスカッション

会場開催
ライブ配信

見るのとやるのは大違い！
〜やってみてよ ワンオペ 男の育児・介護〜

15:30〜17:30
〔主 催〕
ふくおか県「翼の会」
〔問合先〕☎ 090-6424-7661

日 〜フォーラム期間中
11/20日●
講演会

録画配信

中絶をめぐる女性への暴力
〜リプロダクティヴ・ヘルス／ライツとは〜
〔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
〔問合先〕
メール hwc21kouza@yahoo.co.jp

講演会

録画配信

防災ママ友チャンネル
〜チョットしたきっかけで守れるいのち〜
〔主 催〕
日本BPW北九州クラブ
〔問合先〕
メール bpw.kitakyushu2017@gmail.com

オンラインコンサート

あなたに贈る
ことのは

うたと言葉でつづる親子コンサート
〔主

催〕朗読ステージサークル
「あいことば」
〔問合先〕☎ 090-7389-6912

11 月の第 ４ 土曜日は福岡県男女共同参画の日

info@asubaru.or.jp

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。

春日公園

112

号線

https://www.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）

31 春日市役所
号線

〒816-0804 福岡県春日市原町3丁目1-7（クローバープラザ内）

・JR鹿児島本線春日駅から徒歩約１分
・西鉄大牟田線春日原駅から徒歩約10分
・西鉄バス千歳町二丁目バス停から徒歩約１分

国道 号
線

※電話でのお問い合わせは午前9時〜午後5時まで

〔 交通アクセス 〕

県道

092-584-1262

西鉄春日原駅

FAX

県道

092-584-1261

あすばる

クローバープラザ内

ＪＲ春日駅

TEL

詳細随時更新中

ＪＲ南福岡駅

福岡県男女共同参画センター「あすばる」
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