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区 校区 実施主体 日程 テーマ 内容 講師 参加者 人数

1 東区 青葉 １　主催 11月7日（日） 講演会「笑いと健康～男と女の不思議な関係～」
笑いの中に健康体操や男女共同参画の話を取入
れた講演会

NPO法人博多笑い塾
小ノ上マン太朗氏

３　地域住民全体 31人

2 東区 香椎浜 ２　共催（公
民館）

11月20日（土）
講演会「教えて！イスラム社会における女性の社会
進出」

アラブ・イスラム社会在住経験者による現地の
女性の活躍ぶりや社会進出のためのベール着用
の動きに関する研究調査報告

照葉校区男女共同参画会長 ３　地域住民全体 22人

3 東区 香椎東 １　主催 11月6日（土）
第3回国連ハビタット講演会「SDGｓ私たちにでき
ること、考えること、パート1」

-
国連ハビタット福岡支部
調整官 溝上奈穂美氏

３　地域住民全体 31人

4 東区 香椎東 ２　共催（公
民館）

11月20日（土） ～心晴れやかに　トーク＆コンサート～

第1部 出前講座「正しく分ければ「ごみ」じゃな
い。～「紙ごみ・プラスチックごみ・食品ろ
す」３Rを考えよう～」
第2部 五感で楽しむコンサート
※来場者に「みんなで参画ウィーク」を説明

第1部　福岡市環境局職員
第2部　佐藤真理子（フルー
ト）、赤坂美代子（ピアノ ）、
川村千誉志（ドラム）

３　地域住民全体 36人

5 東区 香住丘 ２　共催（公
民館）

11月9日（火）
講演会「SDGｓ 『紙おむつ最前線、持続可能な社
会の実現をめざして』」

-
福岡女子大学
副学長 吉村利夫氏

２　男女協＋男女
協以外の各種団体

32人

6 東区 香陵
２　共催（や
すらぎのまち
香陵）

11月20日（土） 講演会「男女共同参画に関する講談 第２弾」 -
フリーアナウンサー ・講談師
鎮守恵子氏

３　地域住民全体 37人

7 東区 多々良 １　主催 10月14日（木）
学習会「アミカス寸劇隊 楽しく学ぼう男女共同参
画」

寸劇動画「誰が看るの？」をオンライン視聴
（YouTube）

- １　男女協のみ 14人

8 東区 千早 ２　共催（公
民館）

11月4日（木）
出前講座「環境とSDGs～未来のために今できるこ
と～」

・SDGsってなんだろう？
・環境に関するSDGs
・未来のためにわたしたちができること
※来場者に「みんなで参画ウィーク」を説明

福岡市環境局職員 ３　地域住民全体 20人

9 東区 照葉 １　主催 11月27日（土） 講演会「イスラム社会における女性の社会進出」
アラブ・イスラム社会在住経験者による現地の
女性の活躍ぶりや社会進出のためのベール着用
の動きに関する研究調査報告

照葉校区男女共同参画会長 ３　地域住民全体 9人

令和３年度「みんなで参画ウィーク」アンケート集計表（研修会等）



2 / 9 ページ

区 校区 実施主体 日程 テーマ 内容 講師 参加者 人数

10 東区 名島 １　主催 11月13日（土）
出前講座「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）」」

・男女共同参画って？
・福岡市男女共同参画基本計画(第4次)の概要

福岡市市民局男女共同参画課長 １　男女協のみ 25人

11 東区 奈多 １　主催 11月30日（火） 講談「ふんわりまあるくいきましょう」 講談で学ぶ男女共同参画
フリーアナウンサー ・講談師
鎮守恵子氏

３　地域住民全体 23人

12 東区 箱崎 ２　共催（公
民館、社協）

10月30日（土）
みんなde高齢者のサポーターになろう
＝声かけ訓練＝

公民館と会館を使用しワークショップ形式で高
齢者のサポーターについて学ぶ
※来場者に「みんなで参画ウィーク」を説明

はこうまネット、東区社協、いき
いきセンター

３　地域住民全体 46人

13 東区 箱崎 １　主催 11月27日（土）
委員研修：
人権啓発ビデオ（DVD)「あした咲く」視聴、意見
交換

テーマ：女性の人権－ともに輝ける社会をめざ
して－

１　男女協のみ 14人

14 東区 筥松
２　共催（子
ども会育成連
合会）

12月4日（土） 車いすラグビー体験
車いすラグビーでは、男性も女性も一緒に試合
に出られる。性別にかかわらず参加できるス
ポーツであることを体感する

福岡ダンデライオン
代表　坪田晋氏

２　男女協＋男女
協以外の各種団体

40人

15 東区 東箱崎 ２　共催（公
民館）

11月3日（水・祝） 講座「SDGｓってなーに？」
SDGｓ17分野の目標5「ジェンダー平等を実現し
よう」を中心にわかりやすく説明

北京JACふくおか事務局
丹生秀子氏

３　地域住民全体 20人

16 東区 舞松原 ２　共催（環
境美化部会）

11月3日（水・祝）
小さな秋を見つけに行こう（古墳の杜清掃と地域交
流事業）

コロナ過での地域交流・世代間交流と清掃活動
※参加者に「みんなで参画ウィーク」を説明

３　地域住民全体 38人

17 東区 舞松原
２　共催
（自治協議
会）

11月23日（火・祝） 「防災」いざという時の心構え
自主防災訓練、要支援者等の個別計画について
※参加者に「みんなで参画ウィーク」を説明

東区役所職員
２　男女協＋男女
協以外の各種団体

50人

18 東区 松島
２　共催（人
尊協、公民
館）

12月5日（日）
講演会「子どもを殺したのは誰なのか？ 映画で観
る児童虐待やいじめ」

母親の育児放棄、女子生徒のネットによるフェ
イクニュースにより追い詰められた後、自殺に
至った事件を通じ、人と人とのつながりを持つ
事、想像する大切さを考えてほしいというメッ
セージ
※来場者に「みんなで参画ウィーク」を説明

映画監督　緒方貴臣氏
２　男女協＋男女
協以外の各種団体

131人
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19 東区 三苫 １　主催 11月9日（火） バス研修（復興の熊本城研修と北里柴三郎記念館）
移動時間の車内で男女協の活動報告、防災体験
ビデオ視聴など

３　地域住民全体 30人

20 東区 美和台 １　主催 11月7日（日）
男女共同参画社会づくりコンサート
”気軽にクラッシック2021”

コンサート開始前に男女共同参画についての話
とチラシを配付。川崎美香・道家由志愛（ピア
ノ ）、納富沙弥香（打楽器）

３　地域住民全体 139人

21 東区 若宮 １　主催 11月24日（水） バス研修（八女、田主丸など）
車内でDVDによる講演を聞きながら、参加者一
人一人が感想や男女共同参画に関して意見を述
べる

１　男女協のみ 21人

22 東区 和白 ２　共催（人
尊協）

11月13日（土） コンサート「生まれてきてくれてありがとう」
自分が“いじめ”や“差別”を受けながらも、家族や
担任の先生から愛されたことで今の自分がある
ということを、歌と語りで伝える

子育てシンガー
Monさん

３　地域住民全体 54人

23 東区 和白東
２　共催
（公民館）

11月6日（土）
講演会「みんなで進めよう！男女共同参画」、アル
パによる演奏会

講演会：「みんなで進めよう！男女共同参画」
演奏会：小林知加さんによるアルパ（ハープを
意味する南米の民族楽器）演奏

福岡県男女共同参画推進課係長 ３　地域住民全体 32人

24 博多区 大浜

２　共催（ふ
れあいネット
ワーク、社会
福祉協議会）

12月3日（金）
出前講座「SDGs（持続可能な開発目標）につい
て」

・SDGs（持続可能な開発目標）とは？ 福岡市総務企画局職員 １　男女協のみ 40人

25 博多区 大浜 １　主催 12月11日（土） 動画研修「男女共同参画と避難所運営」
動画視聴やワークショップ等で男女共同参画の
視点をもった避難所運営について研修

福岡市男女共同参画推進サポー
ター

２　男女協＋男女
協以外の各種団体

36人

26 博多区 冷泉 １　主催 11月8日（月） 初心者向けエアロビクス
コロナ禍における健康づくりを実践
※会長による男女共同参画に関する挨拶あり

山本晶子氏 １　男女協のみ 13人

27 博多区 東住吉 ２　共催（公
民館）

11月13日（土）
講演会「リスペクトの風を東住吉のまちに~「気付
き」から共生のまちを「築き」ましょう~」

普段何気なく使っている言葉について考え直
し、お互いを尊重する地域社会づくりを目指す
ことが出来るように

教育・啓発コーディネーター　笹
原嘉治氏

２　男女協＋男女
協以外の各種団体

20人
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28 博多区 春住 １　主催 10月29日（金） 動画研修「アミカス 男女共同参画基礎講座」

第1部  男女共同参画に関する基礎的な知識を学
ぶ研修（男女共同参画とは／福岡市男女共同参
画基本計画について）
第2部「新しい地域活動のスタイルを考えよう ～
withコロナ ～」

第1部 市民局男女共同参画課長
第2部 福岡市男女共同参画推進サ
ポーター

２　男女協＋男女
協以外の各種団体
（自治会長）

25人

29 博多区 春住 ２　共催（人
権協）

11月29日（月） 講演会「ジェンダー平等を目指して」 -
女性協同法律事務所所長・弁護士
原田直子氏

２　男女協＋男女
協以外の各種団体

41人

30 博多区 千代 ２　共催（公
民館）

12月7日（火） 苔山盆栽作りで交流会
コロナ禍で活動が出来ない1年を振り返りながら
「苔山盆栽作り」で交流を深める
※会長による男女共同参画に関する挨拶あり

井上妙子氏
２　男女協＋男女
協以外の各種団体

15人

31 博多区 堅粕 １　主催 11月6日（土） 講演会「コロナ禍の分断から学ぶもの」 -
元RKBキャスター
納富昌子氏

２　男女協＋男女
協以外の各種団体

32人

32 博多区 東光 １　主催 11月2日（火）
講演会「ぼけても普通に暮らしたい～介護の現場か
ら～」

男女を問わず発生する親の介護について、男女
共同参画の視点で考える

小規模特別養護老人ホームよりあ
いの森施設長　村瀬孝生氏

２　男女協＋男女
協以外の各種団体

17人

33 博多区 吉塚 １　主催 11月10日（水）
出前講座「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）」

・男女共同参画って？
・福岡市男女共同参画基本計画（第4次）の概要

福岡市市民局男女共同参画課長 １　男女協のみ 17人

34 博多区 東吉塚 １　主催 11月30日（火） 男女共同参画とは
男女共同参画とは・・・寸劇（朗読劇）を自分
たちでやってみて考える

- １　男女協のみ 15人

35 博多区 那珂 １　主催 11月18日（木）
福岡市女性活躍推進に関する事業所等実態調査につ
いて

事業所等実態調査の資料に基づいて説明 校区男女協役員 １　男女協のみ 22人

36 博多区 板付北 １　主催 11月7日（日） 音楽を通しての男女共同参画
軽い運動やボイストレーニングで、コロナ禍に
おける家での過ごし方を実践
※会長による男女共同参画に関する挨拶あり

子役養成所講師・専門学校非常勤
講師　秋葉千春氏

１　男女協のみ 21人
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37 博多区 那珂南 ２　共催（公
民館）

11月6日（土） 講演会「すてきな町那珂南～自治会って何だろう」
自治会の組織、取組み、活動事例等に関する講
演

校区自治協議会会長 ３　地域住民全体 24人

38 博多区 三筑 １　主催 11月13日（土）
講演会「高齢期夫妻の健康寿命~家庭内男女共同参
画の貧困～」

「家事」を労働と認めない男性文化が変わらな
ければならない

月刊生涯学習通信「風の便り」編
集長　三浦清一郎氏

２　男女協＋男女
協以外の各種団体
（各自治会長）

30人

39 博多区 席田 １　主催 12月8日（水） 講演会「家庭でできる男女共同参画」
男女共同参画ってなに？/家庭でできること/私が
やっている男女共同参画

校区男女協会長
４　その他（男女
協+全国から参加者
募集）

17人

40 博多区 月隈 ２　共催（公
民館）

11月5日（金） 講演会「一人ひとりの個性を活かして」
一人ひとり性別に関わりなく、家庭、地域、職
場など、さまざまな場で個性と能力を十分に発
揮することできる社会

元月隈小学校校長　大島弘枝氏
２　男女協＋男女
協以外の各種団体

21人

41 博多区 東月隈 ２　共催（公
民館）

10月9日（土）
講演会/口演会「愚痴を言っても始まらない～笑い
と楽しい人生の過ごし方」

- おおいた観光特使　矢野大和氏 ３　地域住民全体 40人

42 中央区 春吉 ２　共催（人
尊協、民生）

11月9日（火）
講演「ドメスティックバイオレンス(DV)って知って
ますか？」

ＤＶ一般、様々なＤＶ事業について
NPO法人福岡ジェンダー研究所
理事兼研究員　倉富文枝 氏

２　男女協＋男女
協以外の各種団体

25人

43 中央区 大名
２　共催（人
尊協・公民
館）

11月3日（水・祝） 講演「男おばさんと女おじさん」
ウクレレを使い、歌の歌詞を引用しながら、昭
和の頃の男女間格差と令和の心持ちの変わり様
を考える

ウクレレコピーライター
おかはち(岡部八郎 ) 氏

３　地域住民全体 33人

44 中央区 赤坂 １　主催 11月10日（水） 男女協からみる防災 男女協と防災に共通する地域との繋がり
福岡市男女共同参画推進サポー
ター

４　その他（男女
協、公民館主事、ｱ
ﾐｶｽ
）

9人

45 中央区 簀子 １　主催 11月26日（金） 男女共同参画とは 男女共同参画基礎研修
福岡市男女共同参画推進サポー
ター

２　男女協＋男女
協以外の各種団体

20人

46 中央区 当仁 １　主催 11月13日（土） 防災に関して女性たちに出来る事 防災センターにてVR体験を含む研修 防災センター職員 １　男女協のみ 15人
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47 中央区 高宮 １　主催 11月11日（木） 動画研修「アミカス 男女共同参画基礎講座」

第1部  男女共同参画に関する基礎的な知識を学
ぶ研修（男女共同参画とは／福岡市男女共同参
画基本計画について）
第2部「新しい地域活動のスタイルを考えよう ～
withコロナ ～」

第1部 市民局男女共同参画課長
第2部 福岡市男女共同参画推進サ
ポーター

１　男女協のみ 8人

48 中央区 小笹 ２　共催（公
民館）

11月6日（土） 講演会/対談「アンちゃんから見たニッポン」 アメリカ人から見た日本の女性について対談

北九州市立大学准教授
アン・クレシーニ 氏
FBS福岡放送アナウンサー
若林麻衣子 氏

３　地域住民全体 37人

49 中央区 笹丘 １　主催 11月16日（火）
講演会「この世の中ジョークなしには生きられな
い」～妻はエステでおれゴミ捨て～

政治経済社会を笑いで読む
元西日本新聞記者
鹿毛隆郎 氏

２　男女協＋男女
協以外の各種団体

34人

50 南区 野多目
２　共催
（防災、社
協、公民館）

11月18日（木） 防災ママカフェ
子育て中のママ等のための講座（基本的な防災
知識など）

備災ママスターズ福岡
４　その他（子育
てサロン、未就児

親子）
28人

51 南区 三宅 １　主催 11月6日（土） 男女共同参画委員研修

（動画視聴）
・人権啓発ビデオ/DVD「あした咲く」
・アミカス 男女共同参画基礎講座 第２部「新し
い地域活動のスタイルを考えよう～Ｗｉｔｈコ
ロナ～」

１　男女協のみ 21人

52 南区 花畑 １　主催 11月13日（土）
講演会「平尾山荘物語　野村望東尼の生き方にふれ
る」

幕末の時代に勤皇の志士たちの支えとなり、強
くたくましく生きた野村望東尼について

野村望東尼研究家
谷川桂枝子氏

２　男女協＋男女
協以外の各種団体

29人

53 南区 老司 ２　共催
（公民館）

12月9日（木） 男女共同参画ってなあに？
パワーポイントを使って男女共同参画について
と男女協委員会の紹介

- ３　地域住民全体 41人

54 南区 大池 １　主催 11月4日（木） 男性の育休について
南区男女共同参画連絡会のテーマでもあった
「男性の育児休業って？」について意見交換。

- １　男女協のみ 5人

55 南区 長丘 １　主催 10月13日（水） 講演会「防災について考えてみませんか？」
「みんなで参画ウィーク」のちらし、長丘校区
住民避難マニュアル配布

福岡市共創による地域づくりアド
バイザー　辻佳子氏、案楽弥生氏

２　男女協＋男女
協以外の各種団体

30人
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56 南区 長住 １　主催 12月4日（土） ワールドカフェ
・男女協メンバーによる寸劇
・クループに分かれ情報共有
・男女共同参画カルタ

- ３　地域住民全体 26人

57 南区 西長住

２　共催
（公民館・防
災推進委員
会）

11月20日（土）
講演会 ～新型コロナウイルスだけじゃない感染ゼ
ロの避難所を目指して～

西長住校区防災フェスタにおいて、公民館が避
難所となった場合の避難所運営についての講
演、ならびに公民館の施設設備について確認を
行う

第一薬科大学
大渡勝史先生

２　男女協＋男女
協以外の各種団体

31人

58 南区 若久 １　主催 10月30日（土） 男女協のつどい「オータムコンサート」
男女共同参画の意義と活動紹介をする場とし
て、「深町宏ソロライブ」を開催

若久校区男女協会長 ３　地域住民全体 70人

59 南区 宮竹 １　主催 11月7日（日） 料理を通して家族を幸せにしよう

男性向けの手軽においしく作れる和菓子イベン
ト。
※会長から「参加ウィーク」についての説明、
及び男女協リーフレットの配布あり

宮竹校区 男の料理 講師
窪祐子氏

１　男女協のみ 15人

60 南区 横手 １　主催 11月21日（日） コンサート
第23回演奏会
二胡演奏　日下智恵子氏
※会長挨拶時に、男女協の活動について説明

３　地域住民全体 37人

61 南区 弥永 ２　共催
（公民館）

10月16日（土） ＤＶ研修会 「ドメスティック・バイオレンスは犯罪です」 -
２　男女協＋男女
協以外の各種団体

25人

62 城南区 鳥飼 １　主催 11月13日（土） 視察研修（アミカス）
・アミカス施設見学
・男女共同参画基礎研修

・福岡市男女共同参画部職員
・福岡市男女共同参画推進サポー
ター

１　男女協のみ 10人

63 城南区 田島 １　主催 11月23日（火・祝） 男女共同参画地域活動
「男女共同参画委員として地域での具体的活動
等」について学ぶ

福岡市男女共同参画推進サポータ
―

２　男女協＋男女
協以外の各種団体

21人

64 城南区 長尾 １　主催 11月7日（日）
「セクマイって知っとんしゃあ～？」～性のモノサ
シから考える男女共同参画社会

セクシャルマイノリティ、LGBT、SOGIに関し
て

NPO法人LGBTの家族と友人をつ
なぐ会
副理事長 藤田哲章氏

２　男女協＋男女
協以外の各種団体

25人

65 城南区 堤丘 １　主催 11月6日（土） 参画ウィークの説明とハーブ講座
マスクスプレーづくりなどを行い、あわせて男
女共同参画の基礎知識を学ぶ

ハーブコーディネーター
中原真澄氏

３　地域住民全体 19人
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66 城南区 堤 ２　共催（公
民館）

11月20日（土） アートムジカ
音楽と絵画の融合のコンサート、及び男女共同
参画に関する講話

ピアニスト（ミュージックステー
ション福岡主宰）田中美江氏、声
楽家 小野弥生氏、画家 保坂真紀
氏

３　地域住民全体 34人

67 城南区 南片江 ２　共催
（人尊協）

11月3日（水・祝）
講演「「廃用症候群」を回避し、生涯現役に生きる
-「前期」楽すりゃ、「後期」に滅ぶ-」

-
月刊 生涯学習通信
「風の便り」編集長
三浦清一郎氏

２　男女協＋男女
協以外の各種団体

23人

68 城南区 南片江 １　主催 11月6日（土） 視察研修（福岡県男女共同参画センターあすばる）
あすばるの施設見学と、男女共同参画につい
て、センター長による講話

あすばるセンター長
神﨑智子氏

２　男女協＋男女
協以外の各種団体

17人

69 城南区 金山 １　主催
11月1日（月）

～
11月15日（月）

「みんなでカルタ＆さんぽ」
自分の都合の良い時に散歩して、各町掲示板に
ある「男女共同参画カルタ」ポスターの異なる
キーワードを２つ集めてもらう

- ３　地域住民全体 60人

70 城南区 城南 ２　共催（公
民館）

11月20日（土）
講演会「知ってほしいなDVのこと～より良い関係
を築くために～」

-
NPO法人福岡ジェンダー研究所
理事　高木里美氏

２　男女協＋男女
協以外の各種団体

20人

71 早良区 百道浜 ２　共催
（公民館）

12月15日（水） 男女問わず料理に参画 「みそ作り」
SDGｓチャレンジと合わせて、日本の食文化を
通して男女問わず料理に参画

JA　まめひめ ３　地域住民全体 20人

72 早良区 西新 １　主催 11月23日（火） 視察研修（伊藤伝右衛門邸） 柳原白蓮の生き方に触れ、男女共同参画を考え
る

- １　男女協のみ 7人

73 早良区 室見 １　主催 11月20日（土）
人権啓発ビデオ（DVD）「映像で学ぶジェンダー入
門　①男らしさ/女らしさ-社会を覆うジェンダース
テレオタイプ」視聴

キーワード：性別の固定概念、ジェンダー・ス
テレオ

- １　男女協のみ 10人

74 早良区 室見 １　主催 11月27日（土） 人権啓発ビデオ（DVD)「あした咲く」視聴
テーマ：女性の人権－ともに輝ける社会をめざ
して－

-
２　男女協＋男女
協以外の各種団体

18人

75 早良区 室見 ２　共催
（公民館）

10月3日（日） ファミリーサロン「お父さんと遊ぼう」
ファミリーサロン「お父さんと遊ぼう」と題
し、手遊び、読み聞かせ等、父親の育児参画を
推進する

- ３　地域住民全体 49人
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76 早良区 飯倉 １　主催 11月27日（土） 講演「育児休業を取って感じたこと」
男性の育児休業体験談を聞き，身近な男女共同
参画を学ぶ

早良区役所職員
２　男女協＋男女
協以外の各種団体

54人

77 早良区 田隈 １　主催 11月16日（火） 気づいて　一歩踏みだすための　人権シリーズ 誰もが　その人らしく　LGBT - １　男女協のみ 9人

78 早良区 田村 １　主催 11月21日（日） バス研修（嬉野市お茶ちゃ村）
お茶と日本の歴史を紐解く～貿易商・大浦慶の
生涯を探る旅～
嬉野市お茶ちゃ村職員による講義

お茶ちゃ村の職員 １　男女協のみ 9人

79 早良区 脇山 １　主催 11月1日（月） 講演「女性の視点から見る地域防災」
（動画配信）女性の視点から見る地域防災につ
いて

減災と男女共同参画研修推進セン
ター共同代表　浅野幸子

１　男女協のみ 14人

80 西区 内浜 ２　共催
（公民館 ）

11月27日（土） 講演「笑って元気　身近な男女共同参画」
暮らしの中で気づく、平等と不公平 等。女だか
ら、男だからの　生活を考える

おおいた観光特使　矢野大和氏
２　男女協＋男女
協以外の各種団体

28人

81 西区 壱岐 ２　共催
（人尊協）

11月13日（土） 講演「性の多様性について　LGBTQ+」 -
FRENS代表
小野アンリ氏

３　地域住民全体 37人

82 西区 福重 １　主催 11月6日（土）
みんなで考えてみよう！
どうする避難所で！？

避難所運営ゲーム 博多あん・あんリーダー会西支部 ３　地域住民全体 32人

83 西区 北﨑
２　共催
（ 公民館・衛
生連合 ）

10月23日（土） コロナに負けない身体づくり

地域散策と心拍数を気にしながら、軽めの
ウォーキング。
※男女協のユニフォームを着用し、事業終了後
に男女協のシールを貼ったマスクを参加者に渡
した。

健康運動指導士
新保祐一郎氏

４　その他（ 男女
共+公民館関係者

）
18人

84 西区 元岡 １　主催 10月23日（土）
講演「女性の人権について考える ～おんなが物言
えば「唇は寒い」のか？～」

男女共同参画とは、男女平等とは、あらためて
知ろうDVのこと

西区役所職員 １　男女協のみ 26人
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