プレイベント
会場

トークショー

4

~もっと自由にのびやかに ~

3

5

ハルパパの子育て奮闘記

要事前申込

会場

先着150 名

ハル さん（タレント）

講師

クローバープラザ

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

福岡県春日市原町 3 丁目1-7

大ホール（アリーナ棟２Ｆ）

をお招きし、共働き夫婦の仕事と子育ての両立方法や、夫の家事力の重要性、ハルさんご夫婦の「子

8

育てインストラクター資格」の取得など盛りだくさんの内容でお話し

4F

または二次元コードからお申し込みください

「みんなが嬉しい
世の中のために」

アリーナ棟

特別ゲスト

会場案内
MAP

1

あすばる
ライブラリー

女性農業者の皆さんが新鮮野菜や果物、手作りの加工食品な
どを販売します。
［主催］福岡県農村女性グループ連絡研究会

10

9

1F

スペシャルトーク 14：00 ~15：00

▶

脚本家

県内の障がい者施設等で働
く皆さんが作っている手芸
品や木工品、菓子や加工品
などの「まごころ製品」を販
売します。

大森 美香 さん

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、

［主催］特定非営利活動法人セルプセンター福岡

※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。

授乳室

タイムスケジュール

◆

26 日 土

13:00〜15:00

10:00〜12:00

13:00〜15:00

一時保育
15:30〜17:30

表彰式（13：00〜14：00）
大森美香さんスペシャルトーク
（14：00〜15：00）

アリーナ大ホール

2

506研修室AB

福岡県母子寡婦福祉連合会

3

508研修室AB

セミナーメイト

4

セミナールームAB

5

セミナールームC

6

501研修室

7

502研修室

グリーンコープ
生活協同組合ふくおか

グリーンコープ
生活協同組合ふくおか

アジア女性センター

勝手にパパの子育て
応援センター

ずっと住みたい
那珂川ネット21

KSU 山下組♡
11／20〜26 録画配信あり

久留米工業高等専門学校

※電話でのお問い合わせは
午前9時〜午後5時まで

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）

11月26日
（土）は一部の快速電車がＪＲ春日駅に臨時停車
します。臨時停車の時刻表は、10月下旬以降にHPでお知ら
せします。
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。

クローバープラザ内

31 春日市役所

新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、オンライン配信に変更になる可能性があります。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
マスクの着用をお願いいたします。当日の検温で37.5℃以上の方の入場はお断りさせていただきます。

トークショー
要事前申込

112

号線

FAX

https://www.asubaru.or.jp/
info@asubaru.or.jp
092-584-1262

〔 交通アクセス 〕
・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

あすばる

農業女性グループの
ふるさと産直
ふれあい市、マルシェ

第２１回 福岡県
男女共同参画表彰
表彰式・展示

プレイベント ࠩࡊࡃࡠࠢޟኅᣖߩᣣࡈࠚࠬ࠲ߣޠหᣣ㐿㧋
11月20日（日）10：00 〜11：30

国道 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）

詳細随時更新中

県道

11月20日（日）10：00〜26日（土）17：00
博多ウィメンズカウンセリング 、日本BPW北九州クラブ
11月23日（水）10：00〜26日（土）17：00
朗読ステージサークル「あいことば」

092-584-1261

西鉄春日原駅

録画
配信

TEL

号線

11月23日（水） 14：00〜16：30
ECOハッピーブレインクラブ北九州
（セミナールームCで対面も実施）

ふるさと直産ふれあい市、バザー（10:00〜16:00）

福岡県男女共同参画センター「あすばる」

終日

会場

ＪＲ春日駅

10 屋外エントランス

・26日
11月20日
着20名
両日とも先

「女性に対する暴力をなくす運動」期間（11月12日〜25日）
は、女性に対する暴力根絶の
シンボルであるパープルリボンにちなんで、
クローバープラザを紫にライトアップします。

県道

男女共同参画
ネットワーク春日

［主催］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）

11 月の第 ４ 土曜日は福岡県男女共同参画の日
大人の学びをデザインする
華一会

プレイベント
（ハルさんトークショー）
（10：00〜11：30）

■

ライブ配信あり

福岡ジェンダー研究所

スタディルーム
クローバーホール

ふくおか県「翼の会」

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

映画上映 ◆ 講演会
ワークショップなど
多数開催

■

ＤＶ防止を訴えるパープルリボンピンバッジの販売と
被害者支援の募金活動をします。

ＪＲ南福岡駅

1

13：00〜14：00

10：00〜〔県民企画事業〕

504研修室

◆

20 日 日

10:00〜12:00

ライブ
配信

か

福岡県築上町出身で、脚本家としてご活躍の大森美香

クローバープラザ
管理運営共同事業体

9

み

「あすばる」の神﨑センター長がお話を伺います。女性

505研修室 507研修室

26日のみ

8

もり

さんをお招きし、大森さんが脚本を手掛けたNHK連続

休憩・食事会場
26日のみ

おお

が来 た

2F

あすばるホームページ、メール、電話、

いただきます。

7

対面

共 同 参 画 フォーラム 2022

朝

5F

あすばる男女

娘２人の子育てに奮闘中です！
テレビでは言えない本音を
お話ししますので、お楽しみに！

11月20日（日）10：00 〜11：30

2

6

ࠩ
 ࡊࡃࡠࠢޟᣣࡈࠚࠬ࠲ߣޠ
ኅᣖߩ
หᣣ㐿㧋

しい

7

男女共同参画社会 の

新

案 内 図

センター棟

3

先着150 名

主催

ハルパパの
子育て奮闘記

~もっと自由にのびやかに ~

フォーラム
ウィーク2 0 2 2
11月20日（日）〜
11月26日（土）
※11/21は休館

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行います！

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）

春日公園

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

20 日開催

対面

ワークショップ

お父さんと子どものこづかいゲーム
10：00〜12：00

13：00〜15：00

11月20日(日)

［講師］グリーンワークスＦＰ円縁の内部講師(ファイナン
シャルプランナー有資格者)
［主催］グリーンコープ生活協同組合ふくおか
［申込み］二次元コード・案内チラシ
［問合せ］TEL 092-481-5789
FAX 092-452-3800
uulpgwz@greencoop.or.jp
対象：小学生と保護者
参加費：550円
セミナールームAB

事前申込 要

26 日開催
映画上映

対面

［講師］
渡邉 恵里香 さん／ベビーダンスとだっこ
おんぶ、防災の教室 抱っこでぎゅ 主宰／
ベビーウェアリングコンシェルジュ
井田 真一さん／勝手にパパの子育て応援
センター代表(育休2年取得)／
保育士、社会福祉士、精神保健福祉士
［主催］勝手にパパの子育て応援センター
［申込み］ papakosodate9@gmail.com
Instagram： @kapapa̲kosodate
［問合せ］ papakosodate9@gmail.com
事前申込 要

11月26日(土)

11月26日(土)

LGBTが抱える問題を周囲の人々の目線から描いた作品。
上映会後みなさんの感想もお聞かせください！
［主催］男女共同参画ネットワーク春日
［入場料］無料
［申込み］不要
［問合せ］TEL 090-4487-7033
sankaku.
networkkasuga@gmail.
com

DVD視聴

10：00〜12：00

篠栗町町長、三浦正さんと林田スマさんを迎えて篠栗町の男
女共同参画の取り組みをお聞きします。

11月26日(土)

対面

パネルディスカッション

ジェンダー平等でつながるこれまでとこれから

11月26日(土)

11月26日(土)

〜養育費の受給率向上に向けて〜
10：00〜12：00

より良い子育ての環境づくりのために、養育費の現状を学び
ます。

対面

〜Z世代と語る〜

10：00〜12：00

ジェンダー平等をめぐるこれまでと現在、そして未来につい
て、若い世代と一緒に考えます。
［講師］窪田 由紀さん（福岡ジェンダー研究所理事長）
井上 智史さん（中村学園大学短期大学部講師）
ジェンダー平等に関心のある大学生
［主催］特定非営利活動法人
福岡ジェンダー研究所
［問合せ］TEL 092-401-5811
info@fgsi.jp

10：00〜12：00

［講師］黒瀬まり子さん
臨床心理士。フラワーデモ福岡
呼びかけ人。リップルふくおか
のメンバーとしても活動中。
［主催］特定非営利活動法人
アジア女性センター
［申込み］https://forms.gle/XAuyJLHLEiyTYLWb9
［問合せ］TEL 092-513-7333
awc-a@atlas.plala.or.jp

［講師］八代由美さん・柴山光生さん・小森眞理子さん（ずっと住
みたい那珂川ネット21事務局）
［主催］ずっと住みたい那珂川ネット21
［問合せ］TEL 090-7389-4372
対象：どなたでも

セミナールームAB

ワークショップ

会場

事前申込 要

報告会

大学生が考える
リプロダクティブ・ヘルス＆ライツ
15：30〜17：30

対面

録画
配信

アンケート結果配信
（土）
（日）〜11/26
11/20

セミナールームC

対面

ワークショップ

事前申込 要
会場

502研修室

506研修室AB

【リケジョが教える教養講座】

家族で学ぶ家計の話
11月26日(土)

15：30〜17：30

本校の女子学生が先生役になって、経済学や数学からみた家計
について、お話しします。
［講師］
増永 純さん（久留米工業高等専門学校 生物応用化学科3年）
松永 和さん（久留米工業高等専門学校 生物応用化学科3年）
牛島 悠里愛さん（久留米工業高等専門学校 生物応用化学科４年）
［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
［申込み／問合せ］TEL 0942-35-9399
GA-staff.GAD@ON.kurume-nct.ac.jp
対象：小学生以上の児童・生徒とその保護者

パネルディスカッション

見るのとやるのは大違い！
11月26日(土)

15：30〜17：30

新しい産後パパ育休、この機会に男性の育児・介護を考えよう！
［講師］田中 彩 さん（ママワーク研究所理事長）
男性育児休業取得経験者（県職員、明治安田生命社員）
男性介護経験者（子ども食堂代表者）
［主催］ふくおか県「翼の会」
［問合せ］TEL 090-6424-7661
（谷口）
chamo@camel.plala.or.jp

Zoom事前申込 要
申込みはコチラ▶

501研修室

会場

スタディルーム

事前申込 要

ライブ
配信

〜やってみてよワンオペ男の育児・介護〜

506研修室AB
会場

対面

会場

セミナールームAB

講演会

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〜
フォーラム週間（11月20日（日）〜26日（土））

イン

オンラ

［講師］
古賀由布子さん 「Say!輪」会員。現在防災ワークショップや
トーキングカフェの企画開催で活動中。
防災士として北九州市
「みんな de Bousai
まちづくり推進事業」ファシリテーターと
して活動。
岡田華絵さん
NPO法人北九州子育ち・親育ちエンパワ
メントセンターBee会員
その他の活動として、北九州市防災会議
に、Beeの会員として出席
［主催］日本BPW北九州クラブ
［問合せ］ bpw.kitakyushu2017@gmail.com

［講師］
株式会社DAHN WORLD JAPAN
九州地域エリアマネージャー 板村 美沙子 さん
［主催］ECOハッピーブレインクラブ北九州
事前申込 要
［申込み］TEL 090-9498-5875
（吉村）
fourleafclover2013@outlook.jp
［問合せ］ fourleafclover2013@outlook.jp
［参加費］1 000円
会場 セミナールームC
講演会

録画
配信

ママ友同士の身近な防災対策や女性特
有の課題について、ラジオ番組のよう
に情報提供

お互いの違いを認め合い、活かし合
える男女共同参画社会の実現に向
かって、自らを活かすセルフケアに
ついて、お伝えします。

フォーラム週間（11月20日（日）〜26日（土））

15：30〜17：30

ライブ
配信

14：00〜16：30

11月26日(土)

［講師］岸 智子 さん
福岡女子大学 社会人学び直し大学院プログラムコー
ディネーター ／講師
［主催］大人の学びをデザインする 華一会
［申込み］https：//asubaru2022.peatix.com/
［問合せ］ hanaichikai@gmail.com

対面

11月23日(水)

〜リプロダクティヴ・ヘルス/ライツとは〜

［講師］世良洋子さん 弁護士 野中・西村法律事務所
甲木正子さん 西日本新聞社執行役員 北九州本社代表
佐々木圭子さん 九州産業大学ダイバーシティ推進室室長
報告者：九州産業大学3年生
ファシリテーター：山下永子さん 九州産業大学 教授
［主催］KSU 山下組♡
［申込み］ ksu.yamashita@gmail.com
［問合せ］TEL 092-673-5331／ ksu.yamashita@gmail.com
対象：関心のある方 学生

講演会

対面

中絶をめぐる女性への暴力

対面で会うことの意味や価値を対面ならではのワークを実際に
体験し考えていきます。

ワークショップ

上映会＆ミニ体験

コロナの時代の出会い直し
対面イベントの意味を考える

学生アンケートを基に「性・生殖」に関する問題について学生・専
門家が学びあいます。

会場

508研修室AB

養育費は子どもの権利です。

［講師］福岡県福祉労働部児童家庭課
ひとり親家庭支援係長
山口 隆さん
［主催］社会福祉法人福岡県母子寡婦
福祉連合会
［問合せ］TEL 092-584-3922
対象：どなたでも

〜那珂川市子どもの権利条例制定まで〜

10：00〜12：00

オンライン配信

録画配信の動画は、フォーラム期間中にあすばるのホームページから視聴できます。

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

広げよう 子どもの権利条例

事前申込 要
会場

対面

報告会

那珂川市子どもの権利条例を制定するまでの活動報告と、条例
をどう育て実効性ある条例にしていくか、行政と市民の協働で
育てていくための今後の課題について考えます。

11月26日(土)

［講師］三浦 正さん（篠栗町町長）
林田 スマさん（大野城まどかぴあ館長）
［主催］審議会等委員の会「セミナーメイト」
［問合せ］TEL 090-3410-6982
iiomidori8686@
bc4.so-net.ne.jp

クローバーホール

ワークショップ

対面

対談

〜意思決定の場に女性の参画を！〜

10：00〜12：00

会場

講演会

各団体のPR原稿を
そのまま掲載しています。

境界線や相手との距離の取り方について学び、ワー
クショップを通して、それぞれの気持ちをシェア
し、他者との繋がり（居場所）を作っていきます。

会場

男女共同参画社会を目指して

〜ただあなたを守りたかった〜 上映会と感想会

会場

11月26日(土)

講演会

感想会

対面

ワークショップ

〜私たちの居場所作りワークショップ〜

13：00〜15：00

セミナールームC

26 日開催

＃MeToo＃WithYou

ワンオペ育休パパが話す葛藤と課題、だっこの専門家の講座
と盛りだくさんな時間。赤ちゃん連れの参加も大歓迎です。

会場

映画「カランコエの花」

講演会

対面

心地よいだっこの仕方とだっこ紐のつけ方講座

限りあるお金や物の大切さを実感し、自分で考えて決め問題
を解決する力を、遊びながら学べる親子参加型ワークショッ
プです。お父さんの参加をおすすめします。

会場

パネルディスカッション

パパ育休2年間のリアルお話会＆

〜親子で学び体験！こづかいから見えてくる生きる力〜
11月20日(日)

ワークショップ

県民企画事業

録画
配信

オンラインコンサート

イン

オンラ

中絶をめぐる現状や性と生殖に関する権利について学び自
己決定権について考えます。
［講師］塚原 久美 さん
RHRリテラシー研究所代表
金沢大学非常勤講師、中絶ケアカウンセラー
［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］TEL 092-210-0058
hwc21kouza@yahoo.co.jp
対象：関心のある方

ことのは

あなたに贈る うた と 言葉でつづる
朗読親子コンサート
フォーラム週間（11月23日（水）〜26日（土））
人は誰でも大切な役割を持って生まれてきた！
言葉と歌の力で伝えるコンサート！
朗読ステージサークルメンバー
福島可南子さん、山﨑小巻さん、
近藤幸恵さん、松江綾香さん、
三原麻衣子さん
ゲスト出演
ピアニスト 横山潤さん
手話ダンサー 明日香さん
中学生ソプラニスト YUIKOさん
［主催］朗読ステージサークル「あいことば」
［問合せ］TEL 090-7389-6912
macha̲chai@yahoo.co.jp
対象：親子、自分と向き合いたい大人

録画
配信

イン

オンラ

