
区 校区 ⽇時 テーマ 内容など 場所 対象者
⼈数

（⾒込み）

東 ⻘葉
12⽉8⽇（⽇）

13：30〜15：00
ウィンターコンサート

コンサートの1部と2部の合間に、朗読、⼨劇による男⼥共同参
画の啓発

⻘葉公⺠館 ⼀般 90⼈

東 ⾹椎
12⽉11⽇（⽔）
13：00〜15：00

クリスマスリースづくり
⽣の⽊でリースをつくり、⼩花やシダ、グリーン等で寄せ植え
あわせて「みんなで参画ウィーク」の広報活動を実施する。

⾹椎公⺠館 校区住⺠ 20⼈

東 ⾹椎下原
11⽉1⽇（⾦）

10：00〜12：00
”ふんわりまぁるく
いきましょう”

講師：鎮守 恵⼦
  「伊達家の⻤夫婦」で考える男⼥共同参画社会

⾹椎下原公⺠館
講堂

校区住⺠ 50⼈

東 ⾹椎浜 11⽉3⽇（⽇） のぼり旗を⽴てて啓発予定 ⾹椎浜公⺠館 校区住⺠

東 ⾹椎東
11⽉9⽇（⼟）

10：00〜12：00

・トークショー
 考えよう「⾷品ロス」と
「プラスティックゴミ」対策
・コンサート
 ⽇本の郷愁〜星空のファンタジー

・講師：福岡市環境局資源循環促進課
    ⽮野 沙織 ⽒
・コンサート：佐藤 真理⼦⽒、⾚坂 美代⼦⽒

⾹椎東公⺠館 校区住⺠ 60⼈

東 ⾹住丘
11⽉8⽇（⾦）

10：00〜12：00

⼀⼈ひとりが”いきいきと”輝く
 「男⼥共同参画」
 〜みんなで参画〜

講師：福岡市市⺠局男⼥共同参画課⻑
   ⼭⼝ 逸⼦ ⽒

⾹住丘公⺠館
地域住⺠
⾃治会役員

40⼈

この活動予定表は，福岡市男⼥共同参画週間「みんなで参画ウィーク」の取組み予定内容について，各校区男⼥共同参画推進組織に調査を⾏い作成したものです。

令和元年度「みんなで参画ウィーク」活動予定

（令和元年10⽉25⽇現在）
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区 校区 ⽇時 テーマ 内容など 場所 対象者
⼈数

（⾒込み）

東 勝⾺
11⽉15⽇（⾦）
19：00〜20：00

男⼥参画講座
講師：男⼥共同参画推進サポーター
   ⾒野 由美⼦ ⽒

勝⾺公⺠館 校区住⺠ 30⼈

東 ⾹陵
10⽉5⽇（⼟）

10：00〜11：30
男⼥共同参画部会講演会

講師：福岡少年サポートセンター、少年育成指導官
   堀井 智帆 ⽒
   「⽣まれてきてくれてありがとう
    〜少年⾮⾏の現場から〜」

⾹陵公⺠館 校区住⺠ 60⼈

東 志賀島 11⽉3⽇（⽇） 「集まれ島のミュージシャン」 のぼり旗を⽴てて啓発予定 志賀公⺠館

東 城浜
1⽉16⽇（⽊）
2⽉6⽇（⽊）

10：00〜12：00
みんなで参画 健康寿命を延ばそう！ ロコモ予防等、⾼齢者に向けた男⼥共同参画のすすめ 城浜公⺠館 住⺠、委員 30⼈

東 多々良
11⽉3⽇（⽇）
9：30〜12：00

たたらまつり のぼり旗を⽴て、タスキをかけて、300個のティッシュを配付 多々良公⺠館 多々良校区全員 800⼈

東 千早
11⽉2⽇（⼟）

10：00〜14：00
チャリティーバザー バザー会場にて男⼥共同参画について啓発活動を⾏う

千早公⺠館
和室

校区住⺠ 70⼈

東 千早⻄
10⽉19⽇（⼟）
10：00〜12：00

料理教室とギター弾き語り
料理教室：ちょっとリッチなサンドイッチ作り
ギター弾き語り

千早⻄⽼⼈いこい
の家

会員及び校区住⺠ 15⼈
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区 校区 ⽇時 テーマ 内容など 場所 対象者
⼈数

（⾒込み）

10⽉15⽇（⽕）
「⾃治協だより」
「⾃治協ブログ」

男⼥共同参画についての広報
「みんなで参画ウォーク」（11/3〜11/9）が福岡市独⾃の取り
組みであることを掲載
（転⼊者が多いため，周知を図る）

11⽉3⽇（⽇）
〜

11⽉9⽇（⼟）
のぼり旗を⽴てて啓発予定 照葉公⺠館 校区住⺠

東 名島
11⽉23⽇（⼟）
13：30〜15：00

男⼥共同参画講演会
〜変わってしまった⼥と変わりたくな
い男〜

講師：⽣涯学習「⾵の便り」
   編集⻑ 三浦 清⼀郎 ⽒

名島公⺠館

男⼥共委員
⼩中PTA
⼈尊協
校区住⺠

100⼈

東 奈多
11⽉2⽇（⼟）

13：00〜14：00
落語で学ぶ男と⼥

フランス⼈落語家
シリル・コピーニ⽒
（尻流 複写⼆）⽒

奈多公⺠館 校区住⺠ 50⼈

東 箱崎

10⽉26⽇（⼟）
14：00〜16：00

・11⽉10⽇（⽇）
11：00〜15：00

親⼦de⾼齢者サポーター講座
（主催）
箱崎公⺠館、社会福祉協議会
（共催）
男⼥共同参画推進会，⼈権尊重推進協
議会，箱崎公⺠館⽂化祭

・キッチンでの⾞いす体験、⾼齢者疑似体験、健康チェック
コーナー等
・男⼥共同参画推進会模擬店（豚汁販売）
 〔のぼり旗をたてる〕

箱崎公⺠館 校区住⺠ 100⼈

東 筥松
12⽉7⽇（⼟）

10：00〜
⼦どもと保護者が共に学ぶ男⼥共同参
画とは？

筥松⼩学校体育館 筥松校区住⼈親⼦ 100⼈

東 ⼋⽥

11⽉2⽇（⼟）
〜

11⽉3⽇（⽇）
9：00〜17：00

のぼり旗を⽴てて、男⼥共同参画及び参画ウィークの啓発を⾏
う。

⼋⽥公⺠館

照葉北東
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区 校区 ⽇時 テーマ 内容など 場所 対象者
⼈数

（⾒込み）

東 東箱崎
12⽉8⽇（⽇）
8：30〜17：00

バス研修
デイサービス＆⼦ども⾷堂
「きらめき」訪問

「きらめき」（⼋幡⻄区）をはじめられた
中原 亜希⼦⽒のお話と⾒学

北九州市⼋幡⻄区
校区住⺠
会員

35⼈

東 ⾺出
10⽉15⽇（⽕）
19：00〜20：30

⼈⽣いつでも晴れ舞台 講師：佐久間 みな⼦ ⽒ ⾺出公⺠館講堂 校区住⺠ 70⼈

東 舞松原
10⽉25⽇（⾦）
13：30〜15：30

ユマニチュード地域講座
講師：福岡市ユマニチュード地域リーダー
   吉住 恵美 ⽒

舞松原公⺠館 地域住⺠ 50⼈

東 松島 11⽉3⽇（⽇） のぼり旗を⽴てて啓発予定 松島公⺠館 校区住⺠

東 三苫
11⽉16⽇（⼟）
13：30〜15：00

楽しく男⼥共同参画みんなで「⼤カル
タ会！！」

講師：男⼥共同参画推進サポータークラブ
   太⽥ 由美⼦ ⽒
   カルタを使いながら男⼥共同参画を学ぶ

三苫公⺠館
みとま輪の会，会
員

20⼈

東 美和台
11⽉10⽇（⽇）
13：30〜15：30

男⼥共同参画社会づくりコンサート
「オータム・コンサート」

フルート/松本優哉 ⽒
マリンバ/守⽥智紀⼦ ⽒
ピアノ/道家由志愛 ⽒

美和台公⺠館 校区住⺠ 100⼈
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区 校区 ⽇時 テーマ 内容など 場所 対象者
⼈数

（⾒込み）

東 若宮
11⽉6⽇（⽔）
9：00〜16：30

・バス研修
・講演会（予定計画中）

バスの中で男⼥共同についての話し合いを実施 ⼋⼥伝統⼯芸館 会員 23⼈

東 和⽩
12⽉5⽇（⽊）

13：30〜15：00
「伊達家の⻤夫婦」で考える男⼥共同
参画社会

講師：鎮守 恵⼦ ⽒ 和⽩公⺠館 校区住⺠ 50⼈

東 和⽩東
12⽉16⽇（⽉）
13：30〜15：30

男⼥共同参画みんなでカルタ カルタを活⽤して、さらに男⼥共同参画の理解を深める。 和⽩東公⺠館 校区住⺠ 50⼈

博多区 板付
11⽉2⽇（⼟）
14:00〜15:30

アンちゃんから⾒るニッポン
講師：北九州市⽴⼤学准教授  アン･クレシーニ ⽒
   「外国⼈から⾒る⽇本 ⾔葉，⽂化のちがいはあっても
    ⼈はつながっている」

板付公⺠館 板付校区住⺠ 40⼈

博多区 板付北
11⽉8⽇（⾦）
19:00〜21:00

さんかく（参画）だけどまあ〜るく
講師： 博多区⽣涯学習推進課
             松本 保成   ⽒ 板付北会館 板付北校区住⺠ 50⼈

博多区 堅粕
11⽉9⽇（⼟）
13:30〜15:00

「男おばちゃんと⼥オジサンの時代」

講師：岡部 ⼋郎 ⽒
   ウクレレを弾きながら
「男性は⼥性の⼥性は男性の役割をしてみることでお互い
 を思いやる気持ちが⽣まれるはず!?なんだけどな。」

堅粕公⺠館 堅粕校区住⺠ 50⼈

博多区 三筑
11⽉7⽇（⽊）
19:00〜20:30

講談で考える男⼥共同参画
〜ふんわりまあるくいきましょう〜

講師： 講談師 ⾦印亭 恵紅 ⽒(鎮守恵⼦） 三筑会館 三筑校区住⺠ 60⼈
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区 校区 ⽇時 テーマ 内容など 場所 対象者
⼈数

（⾒込み）

博多区 住吉
10⽉26⽇（⼟）

8:00〜18:00
DVD鑑賞 おでかけ研修会

・ＤＶＤ「防災･災害復興は男⼥共同参画で」の鑑賞
・意⾒交換等

豊後⼤野市 住吉地区住⺠ 23⼈

博多区 ⽉隈
11⽉8⽇（⾦）
10:00〜11:30

⼦どもの⼈権
講師：隅⽥保育園 園⻑
   ⽊林 純⼦ ⽒ ⽉隈公⺠館 ⽉隈校区住⺠ 40⼈

博多区 東光
11⽉13⽇（⽔）

19:00〜20:30
講演会

講師 ：⽉刊⽣涯学習通信「⾵の便り」
    編集⻑ 三浦  清⼀郎 ⽒

東光会館 東光校区住⺠ 50⼈

博多区 那珂
11⽉21⽇（⽊）

19:30〜20:30
男⼥共同参画 ビデオ鑑賞会 那珂公⺠館 男⼥共同参画委員 28⼈

博多区 那珂南
10⽉29⽇（⽕）

19:00~21:00

⽂化こそが差別の原点
変わってしまった⼥と変わりたくない
男

講師 ： ⽉刊⽣涯学習通信「⾵の便り」
     編集⻑ 三浦 清⼀郎

那珂南公⺠館
那珂南校区住⺠
男⼥共関係者

130⼈

博多区 奈良屋
11⽉7⽇（⽊）
19:00〜20:40

男⼥共同参画セミナー
講師：佐藤 倫⼦ ⽒
   性別･⽴場別の被災体験の違い
   参加者のワークショップを実施予定。

奈良屋公⺠館 奈良屋地区住⺠ 38⼈
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区 校区 ⽇時 テーマ 内容など 場所 対象者
⼈数

（⾒込み）

10⽉14⽇（⽉）
9:00〜16:00

⼀⽇研修
⾞内にてDVD鑑賞し意⾒交換を⾏う
 「⼀⼈ひとりが輝く福岡市 男⼥共同参画ってなあに？」
 「家事･育児を分担する男たち」

佐賀県唐津市
春住校区住⺠
男⼥参画部会委員

36⼈

11⽉6⽇（⽔）
講演会
※春住⼈尊協との共催

講師 ：⽉刊⽣涯学習通信「⾵の便り」
         編集⻑ 三浦  清⼀郎 ⽒

春住公⺠館 春住校区住⺠ 60⼈

博多区 東吉塚
11⽉8⽇（⾦）
19:30〜21:00

男⼥共委員研修会 アミカス⼨劇・男⼥共カルタ 東吉塚会館
東吉塚校区男⼥共
同参画部会員

24⼈

10⽉8⽇（⽕）
19:00〜20:30

講演会
講師： ⽉刊⽣涯学習通信「⾵の便り」
    編集⻑ 三浦  清⼀郎 ⽒

美野島公⺠館 美野島地区住⺠

11⽉9⽇（⼟）
11⽉10⽇（⽇）

9:00〜15:00
公⺠館⽂化祭 ⾷品バザー

男⼥協のロゴ⼊ポロシャツ･エプロンで参加
のぼり旗設置，ティッシュ配布

美野島公⺠館 美野島地区住⺠

博多区 席⽥
11⽉20⽇（⽔）

19:00〜20:30
「LGBTってなに？性の多様性につい
て」

講師 ：NPO法⼈ 福岡ジェンダー研究所
    研究員 武藤 桐⼦ ⽒

席⽥公⺠館 席⽥校区住⺠ 40⼈

博多区 弥⽣
11⽉10⽇（⽇）

12:30〜13:30
啓発活動

公⺠館サークル発表会に併せて、ポケットティッシュやチラシ
を配布

弥⽣公⺠館 弥⽣校区住⺠

博多区 吉塚
11⽉6⽇（⽔）
19:00〜21:00

避難所運営シュミレーション
講師：福岡市男⼥共同参画参画推進サポーター
    ⼭本 ⼀ ⽒
   避難所運営訓練

吉塚会館
男⼥共委員
⾃治会⻑
防災委員

60⼈

美野島博多区

春住博多区
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区 校区 ⽇時 テーマ 内容など 場所 対象者
⼈数

（⾒込み）

中央 ⼩笹
11⽉5⽇（⽕）
13：30~15：30

男⼥共同参画について笑いを交えて楽
しく学びます

講師：粗忽家 勘⼼ ⽒ ⼩笹公⺠館 委員・校区住⺠ 50⼈

11⽉9⽇（⼟）
13：00~16：00

みんなで楽しいミニ縁⽇フェスタ
⼩学⽣向けパネル展⽰（男⼥共同参画副読本を活⽤）
男⼥共同参画のパネル展⽰
縁⽇内容：ヨーヨー釣り・射的・輪投げ・くじ引き

警固公⺠館 校区住⺠

1⽉25⽇（⼟）
2⽉15⽇（⼟）
10：00~12：00

みんなで参画 健康寿命を延ばそう！ 男⼥共同参画の視点で，健康寿命を延ばす取組み 警固公⺠館 校区住⺠

中央 笹丘
10⽉19⽇（⼟）
10：00~12：00

講演会「主婦と主夫、かなで書けば同
じ『しゅふ』」

講師：⽇⾼ 邦博 ⽒ 笹丘公⺠館 校区住⺠ 50⼈

中央 簀⼦
11⽉10⽇（⽇）
11：00~13：00

簀⼦地区防災訓練 避難⽤グッズの作成と展⽰のブース出展
旧簀⼦⼩学校
グラウンド

地区住⺠

中央 ⾼宮

11⽉30⽇（⼟）
13：30~15：30
1⽉25⽇（⼟）
14：30~16：30

みんなで参画 健康寿命を延ばそう！ 男⼥共同参画の視点で，健康寿命を延ばす取組み ⾼宮公⺠館 各種団体 10⼈

中央 警固
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区 校区 ⽇時 テーマ 内容など 場所 対象者
⼈数

（⾒込み）

中央 当仁
11⽉9⽇（⼟）
10：00~11：30

講演会「落語の中の男と⼥」 講師：⾬あがり亭 鱧⾳
はもね

 ⽒ 当仁公⺠館 校区住⺠

中央 春吉
11⽉12⽇（⽕）
19：00~20：30

講演会
「輝く⼥性 春吉今昔」

講師：元⼥性協議会・⺠⽣協議会会⻑
   井上 さちこ ⽒

春吉公⺠館 校区住⺠

中央 平尾
11⽉2⽇（⼟）
10：00~14：00

防災フェスタin平尾2019
男⼥共同参画の視点を取り⼊れた内容で，気軽に楽しく学べる
イベント

薬院公園 校区住⺠，その他 150⼈

中央 舞鶴
11⽉4⽇（⽉）
13：30~15：00

講演会「ＬＧＢＴと学校⽣活」 講師：弁護⼠ 秀島（千綿）美穂 ⽒ 舞鶴公⺠館
舞鶴・⼤名地区住
⺠

30⼈

中央 南当仁
10⽉31⽇（⽊）
8：50~16：50

施設研修会
バスの中で「⼥性の視点を活かした防災ミニブック」を活⽤し
た研修を実施。

佐賀バルーン
ミュージアム・
キューピー⿃栖⼯
場

校区男⼥共同参画
部員

20⼈

南 ⼤池 11⽉14⽇（⽊） 研修会「男⼥共カルタ」 男⼥共同参画カルタの体験 公⺠館 代表者委員 18⼈

南 ⼤楠 11⽉11⽇（⽉）
9:00〜17:00

九州⼤学伊都キャンパス訪問 九州⼤学男⼥共同参画推進室の取組みについて
九州⼤学伊都キャ
ンパスビッグオレ
ンジ会館

校区住⺠ 44⼈
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区 校区 ⽇時 テーマ 内容など 場所 対象者
⼈数

（⾒込み）

南 ⽈佐 11⽉2⽇（⼟）
19:00〜21:00

秋の夜⻑の⾳楽会
三線の⾳楽と⼿作り料理とちょっぴりお酒でおもてなし。
あわせて「みんなで参画ウィーク」の広報活動を実施

⽈佐公⺠館 校区住⺠ 60⼈

南 柏原
11⽉17⽇（⽇）
12⽉８⽇（⽇）
10:00〜12:00

みんなで参画 健康寿命を延ばそう！

「男⼥共同参画×福岡100」
 市⺠局男⼥共同参画課の⽀援企画
 カラオケ機器のコンテンツを使⽤した健康増進を⽬的とした
体操と講座

柏原公⺠館 校区住⺠ 50⼈

南 ⾼⽊ 11⽉9⽇（⼟）
18:00〜20:00

コンサートの⼣べ
地域住⺠の交流を⽬的とした「PAN-Q」によるジャズ演奏
あわせて「みんなで参画ウィーク」の広報活動を実施。

⾼⽊公⺠館3階講
堂

地域住⺠ 90⼈

南 ⽟川 11⽉12⽇（⽕）
10:00〜13:00

⼤学における男⼥共同参画（基本理
念）

男⼥共同参画推進講演
九州⼤学伊都キャ
ンパス

男⼥協委員，公⺠
館⻑・主事，町内
会⻑

20⼈

南 鶴⽥ 11⽉23⽇（⼟）
14:00〜16:00

”ふるさとを歌う”
声楽家（⼥性）を招いての⾳楽会
参画ウィークののぼり旗をたてるとともに，参画ウィークに関
する啓発物を配付

鶴⽥公⺠館 地区住⺠ 50⼈

南 ⻑住 10⽉29⽇（⽕）
13:30〜15:00

公⺠館カフェで男⼥共カルタ 男⼥共同参画カルタをし，啓発に取り組む ⻑住公⺠館 校区⼀般 20⼈

南 ⻄⾼宮 11⽉8⽇（⾦）
9:00〜17:00

地域住⺠の交流・研修旅⾏ バスの中で男⼥協のDVD鑑賞・学習会
津屋崎千軒と津屋
崎古墳群，宗像⼤
社

校区住⺠ 45⼈
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区 校区 ⽇時 テーマ 内容など 場所 対象者
⼈数

（⾒込み）

南 ⻄⻑住 11⽉24⽇（⽇）
10:00〜13:00

防災フェスタ「避難所における炊き出
しとトイレ」

講師：博多あんあんリーダー会
   避難所のトイレについての学習
   「だご汁」を炊き出し

⻄⻑住⼩学校グラ
ウンドと体育館

校区において，⾃
治会で活躍する
⽅々

60⼈

10⽉19⽇（⼟）
15:00〜21:30

第5回⻄花畑校区灯明祭り
男⼥共同参画ブース出展
 お菓⼦のふるまい，東峰村募⾦，ハスの灯ろう作製等

久屋池 校区住⺠ 1000⼈

11⽉17⽇（⽇）
8:00〜16:00

⻄花畑ふれあいフェスタ 男⼥共同参画出店（⼿作り⼩物，助六販売，東峰村募⾦） ⻄花畑⼩学校校庭 校区住⺠ 1000⼈

南 花畑 10⽉12⽇（⼟）
13:30〜15:00

講演会「変わってしまった⼥と変わり
たくない男」

講師： ⽉刊⽣涯学習通信「⾵の便り」
    編集⻑ 三浦  清⼀郎 ⽒

花畑公⺠館 校区住⺠ 40⼈

南 東花畑 10⽉12⽇（⼟）
10:30〜12:00

歴史講座
講師：⾕川 佳枝⼦ ⽒
   幕末を⽣きた野村望東尼を通して学ぶ講座

東花畑公⺠館
校区住⺠，男⼥協
委員

50⼈

南 横⼿ 11⽉3⽇（⽇）
11⽉4⽇（⽉）

横⼿公⺠館 ⽂化祭
・男⼥協活動報告ポスターを展⽰
・3⽇のみ⾷バザー，⼿作り⼿芸品販売

横⼿公⺠館 校区住⺠

南 ⽼司 11⽉10⽇（⽇） 三世代交流会
交流会にてカレー作りを⾏う。また，11/1〜14の期間に男⼥共
同参画ののぼりを公⺠館に掲⽰予定。

⽼司公⺠館

南 ⻄花畑
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区 校区 ⽇時 テーマ 内容など 場所 対象者
⼈数

（⾒込み）

南 若久 10⽉19⽇（⼟）
10:30〜12:00

若久校区男⼥共同参画のつどい2019
オータムコンサート

サックス奏者 深町 宏⽒のJAZZライブ
 曲ができたころの時代背景やいきさつの話あり
 差別や偏⾒を考えながら⾳楽を深く楽しむ。

若久公⺠館講堂
校区内外等の制限
なし

80⼈

10⽉28⽇（⽉）
11⽉8⽇（⾦）

福岡市独⾃の男⼥共同参画推進ウィー
ク「みんなで参画ウィーク」の周知

⽚江校区男⼥共同参画活動パネルの掲⽰・チラシの回覧
⽚江公⺠館
江陽館ほか

校区住⺠

10⽉22⽇（⽕）
11⽉19⽇（⽕）

校区男⼥共同参画委員研修 ⼥性天皇・LGBTについての勉強会 ⽚江公⺠館
⽚江校区男⼥共同
参画委員

28⼈

城南 ⾦⼭
10⽉15⽇（⽕）
10⽉18⽇（⽉）

認知症サポート講座
（社協と共催）

講師：誠仁会 堂 ⼀浩 ⽒
   ⾼齢者の⾒守り，お世話に尽⼒していただいている
   ボランティア，⾃治会役員，ネットワークの⽅を対象

⾦⼭公⺠館 各種ボランティア 40⼈

城南 城南 11⽉10⽇（⽇） 活動状況をパネルにて紹介 啓発品配布，活動報告パネルの展⽰，参画カルタの展⽰ 城南⼩学校体育館 城南校区住⺠ 50⼈

城南
全校区
地区

10⽉28⽇（⽉）
〜

11⽉８⽇（⾦）
男⼥共同参画パネル展

参画ウィークの開催に合わせ，各校区での取り組みを
パネルで紹介

城南区役所１階
まちかど⽂化広場

⼀般

城南 ⽥島 10⽉13⽇（⽇） 校区⽂化祭での啓発活動 アンケートの実施，パネルの展⽰，啓発⽤品の配布 ⽥島公⺠館 地域住⺠

城南 堤
１⽉25⽇（⼟）
13：30〜15：00

堤よかとこみんなおいで
多様な⼈材の地域への参画促進講演会
コーディネータ：⼭⼝ 雄三 ⽒

堤公⺠館
講堂

地区の住⺠ 50⼈

⽚江城南

12 / 15 ページ



区 校区 ⽇時 テーマ 内容など 場所 対象者
⼈数

（⾒込み）

城南 堤丘 10⽉12⽇（⼟） 味の兵四郎視察研修
バス研修
 「味の兵四郎」さんによる⼥性活躍推進の講話

味の兵四郎筑紫野
本店

校区住⺠ 35⼈

城南 ⿃飼 11⽉12⽇（⽕） ビデオ研修 ビデオを教材にした勉強会 ⿃飼公⺠館 男⼥共同参画委員 12⼈

城南 ⻑尾 11⽉3⽇（⽇） ⽂化祭での啓発活動 パネルの展⽰，啓発⽤品の配布 ⻑尾公⺠館 地域住⺠

城南 ⻑尾 11⽉10⽇（⽇） 講演会
・講演会
 「⽇本と外国の違い（社会意識，社会構造，国⺠の意識）」
・⽇本⼥性会議2018報告会

⻑尾公⺠館 ⼀般 60⼈

城南 七隈

11⽉３⽇（⽇）
10：00〜

11⽉４⽇（⽉）
15：00

⽂化祭 パネル，のぼりの展⽰etc 七隈公⺠館 ⼀般

城南 別府 10⽉30⽇（⽔） 参画ウィーク講演会

講師：⽉間⽣涯学習通信「⾵の便り」
   編集⻑ 三浦 清⼀郎 ⽒
   ⾼齢社会の男と⼥ 「⼀⼈になるまでどう⽣きるか，
   ⼀⼈になったらどう⽣きるか」

別府公⺠館 地域住⺠ 30⼈

城南 南⽚江
10⽉26⽇（⼟）
15：00〜17：00

男⼥共同参画ウィーク講演会
（⼈権尊重推進協議会主催・男⼥協共
催）

⽮野 ⼤和⽒による⼝演会（講演会） 南⽚江公⺠館 校区住⺠ 60⼈
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区 校区 ⽇時 テーマ 内容など 場所 対象者
⼈数

（⾒込み）

早良 飯倉
11⽉９⽇（⼟）
10：00〜12：00

配偶者，恋⼈，⼦どもへのＤＶ
講師：福岡ジェンダー研究所理事
   ⾼⽊ ⾥美 ⽒

飯倉公⺠館
校区⾃治協議会役
員，その家族，男
⼥協委員

50⼈

早良 早良
10⽉20⽇（⽇）
13：30〜15：00

「落語で語る男⼥共同参画の噺」 講師：粗忽家 勘⼼ ⽒ 早良公⺠館 地域住⺠ 50⼈

早良 ⾼取
11⽉21⽇（⽊）
19：00〜21：00

⾼取校区男⼥共同参画協議会25周年
記念ピアノコンサート

〜晩秋にピアノの調べを〜
 演奏者：⾕川 賢作 ⽒
 結成25周年を振り返りまた新たな活動に向かって！同時に，
記念誌・ティータイム（広報紙）を配布し啓発する。

⾼取公⺠館
男⼥協会員，その
ＯＢ，⾃治協委員

70⼈

早良 ⽥村
11⽉29⽇（⾦）
10：00~11：30

「カルタで楽しく男⼥共同参画」
講師：男⼥共同参画推進サポーター
   太⽥ 由美⼦ ⽒

⽥村公⺠館 地域住⺠ 40⼈

⻄ 愛宕
11⽉17⽇（⽇）

11:00〜14:00
ユニバーサルデザイン勉強会の⼀環と
して

グループに分かれて，町内のバリアフリーチェックを実施 愛宕校区内 ⼀般住⺠ 16⼈

⻄ 壱岐
10⽉26⽇（⼟）

14:00〜16:00
認知症予防と介護について

まほろばの⾥
なの国

校区⾃治協他 42⼈

⻄ 壱岐東
11⽉3⽇（⽇）
10:00〜11:00

チラシ配り シンボルマークの旗を⽴て，チラシをスーパーの前で配布 マルキョウ野⽅店 ⼀般住⺠ 50⼈
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区 校区 ⽇時 テーマ 内容など 場所 対象者
⼈数

（⾒込み）

⻄ 壱岐南
11⽉7⽇（⽊）
19:30〜21:00

「⼦どもにやさしい町づくり」〜虐待
をふせぐためにできること〜

講師：いきいき⼦どもネットワーク代表
   池⽥ 良⼦ ⽒

壱岐南公⺠館 ⼀般住⺠ 40⼈

⻄ 内浜
11⽉3⽇（⽇）
10:15〜16:00

男⼥共同参画啓発朗読劇
令和の「サザエさん⼀家」

平成21年「平成のサザエさんが」を発表して，⽇々の暮らしの
中のジェンダーを学んだ10年後のサザエさん⼀家のお話。

⻄市⺠センター
ホール

⼀般住⺠

⻄ ⽞洋
11⽉3⽇（⽇）

9:00〜15:00
男⼥共同参画の視点で介護を考える体
験をしよう

①介護現場での⽴体おりがみ「おりがみワークショップ」
②「⻑⾕川式認知症検査」体験をしよう
※他活動パネル展⽰

⽞洋⼩学校体育館 ⼀般住⺠ 50⼈

⻄ ⻄陵
2⽉20⽇（⽊）
13:00〜15:00

「笑って学ぼう男⼥共同参画」
講師：粗忽家 勘⼼ ⽒
   男⼥共同参画を落語で学ぶ

⻄陵公⺠館講堂 ⼀般住⺠ 30⼈

⻄ 姪浜
11⽉3⽇（⽇）
11:00〜12：00

チラシ配り
公⺠館の⽂化祭の⽇に合わせ，男⼥協のＰＲ⽤チラシ配り，の
ぼり旗を⽴て，オリジナルＴシャツを着てＰＲ

姪浜⼩学校
姪浜公⺠館

⼀般住⺠ 100⼈
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