月刊 ムーブ

７月の所内整理日は、27日（木）です。

○ ムーブの主催・共催事業
講座名

開催日

第20回ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ問題調査・研究報告会

シェアハウスにおける
新しい人間関係の形成
ーひとり親家庭を中心にー

7月14日（金）
19：00～20：40

内容 等
平成28年度 ジェンダー問題調査・研究
支援事業として公募で選ばれた研究者
が、ひとり親家庭のためのシェアハウス
について、経営者および利用経験者な
どを対象に行った調査をもとに、ひとり
親家庭のシェアハウス利用実態と課題
について報告します。
おう ぶんせい

申込み受付中！

【報告者】翁 文静さん（九州大学 人間
環境学府 博士）

定員

50名
(先着順）

くずにし

【参加費】無料

夏休み！
父と子の料理教室

【参加費】大人１,０００円
子ども（１名につき）６００円

7月29日（土）
10：00～13：30
申込締切
7/11（火）必着

【会場】ﾑｰﾌﾞ4階 工芸室・料理室
【対象】４歳から小学４年生まで
の子どもと男性保護者（お父さ
ん、おじいちゃん等）※お母さん
の参加はご遠慮ください。
働くなでしこに贈る！
お役立ちワンポイントセミナー

夏もスッキリ！

8月2日（水）
19：00～20：30

気になるむくみ解消法
【受講料】無料
【会場】ﾑｰﾌﾞ5階 小ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ
【対象】働いている女性、または
これから働こうと思っている女性

いまどきママの
リフレッシュ講座
（第2期）

7/4（火）
受付開始！

9月5日～
9月26日

お父さんとお子さん、一緒にお料理に
チャレンジしませんか？
【メニュー】
・カレー風味の焼きそば
・豚肉のまきまき野菜
お問合せ・お申込先
・トマトスープ
北九州市立
１２組
・かぼちゃ団子
男女共同参画センター
（応募多数
※小麦粉、卵を使用します
・ムーブ事業課
の場合は
◆申込み必要事項◆
抽選）
FAX（583-5107）
①参加者全員のお名前・ふりがな
ﾊｶﾞｷ、FAX、ﾑｰﾌﾞﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
②お子様の年齢・性別 ③住所
（電話では受け付けておりません）
④電話番号 ⑤お子様のｱﾚﾙｷﾞｰの
有無（ある場合はその食品名）
⑥託児希望の場合はお子様の名前と
月齢
一日中立ちっぱなし、座りっぱなし…。
体や脚の“むくみ”が気になるという方は
いませんか？また、寒い冬の方がむく
お問合せ・お申込先
みやすそうなイメージはありますが、意
北九州市立
外にも特に体がむくむのは夏。暑さに負 20名
男女共同参画センター
けずスッキリとこの時期を過ごすため、 （先着順）
・ムーブ事業課
夏のむくみ対策や解消法を紹介します。
TEL（288-6262）
FAX（583-5107）
【講師】園田 真紀さん（リンパ浮腫セラ
電話、FAX、ﾑｰﾌﾞﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
ピスト）
育児や仕事・家事の疲れをリフレッシュしま
せんか？雑貨づくりや料理、子育ての不安
解消など、ママ友もできちゃう楽しくてために
なる講座です。
・第1回 自己紹介＆脱！不安な子育て

毎週火曜日
（全4回）

10：00～12：30
【参加費】3,000円（材料費込）
【会場】ﾑｰﾌﾞ4階 工芸室・料理室
【対象】6カ月から就学前までの
子どもがいる母親

お問合せ・お申込先
北九州市立
男女共同参画センター
・ムーブ情報課
TEL＆FAX（583-5082）
電話、FAX、メール
ムーブホームページ

【ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ】 葛󠄀西 リサさん（独立行政
法人 日本学術振興会 特別研究員）

【会場】ﾑｰﾌﾞ5階 小ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ

地元野菜をおいしく食べよう

備考（申込み等）

申込締切
8/15(火）

子どもの写真を使ってﾐﾆｶﾚﾝﾀﾞｰを作ろう
・第2回 スマホお手軽写真講座
手作り味噌をつくろう

お問合せ・お申込先
北九州市立
男女共同参画センター・ムーブ
事業課
FAX（583-5107）
ﾊｶﾞｷ、FAX、ﾑｰﾌﾞWebｻｲﾄ
下記QRｺｰﾄﾞにて
（応募多数 （電話では受け付けておりません）

18名

の場合は
抽選）

・第3回 ママのための男女共同参画入門
手作りピザ教室
・第4回 毛糸を使って小物を作ろう
ママ友ネットワーク作り

※その他詳細については、ホームページ（http://www.kitakyu-move.jp/）またはムーブ事業課（288-6262）まで

中年期のあなたの
ためのｸﾞﾙｰﾌﾟ相談
～これからも生き生きと
生きるために～
【参加費】無料
【会場】ムーブ
【対象】おおむねすべての回に参
加できる女性（50～60歳代）

ー５０代６０代のあなたへー これからの

8月2日～9月6日 人生を、今まで一生懸命がんばってきた
（8/16休み）

毎週水曜日
（全5回）

13：00～15：00
申込締切
7/15（土）必着

自分へのご褒美の時間にしたいと思い
ませんか？残りの人生を自分らしく生き 10名
るために、何ができるか、どうすれば豊 （応募多数
かな日々が過ごせるか、集まった仲間と の場合は
安心できる場で一緒に納得のできる生
抽選）
き方を見つけていきませんか？

お問合せ
北九州市立
男女共同参画センター・
ムーブ相談室
TEL（583-5197）
お申込先
ハガキ、FAX（583-5197）
ﾑｰﾌﾞﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

女性の人権に関する法律無料相談
～離婚やＤＶなど、女性の人権にかかわる相談を弁護士がお受けします～
開催日・時間
受付日
開催月
定員

7月
8月

7月11日（火）13：00～15：00

7月5日（水）

7月15日（土）13：00～15：00

7月12日（水）

7月26日（水）18：00～20：00

7月21日（金）

8月8日（火）13：00～15：00

8月2日（水）

8月19日（土）13：00～15：00

8月16日（水）

8月23日（水）18：00～20：00

8月18日（金）

備考

各日
４名

申し込みは
受付日の10：00～13：00
の間に ℡：583-5197
（ムーブ相談室）まで
※申込み多数の場合は
抽選

各日
４名

男性のための電話相談
～男性のみなさん 悩みや不安をひとりで抱えていませんか？～
開催日・時間
内容
開催月

備考
専用電話

7月11日（火）18：00～20：00 家庭のこと、仕事のこと、これからの生き方

7月
7月15日（土）10：00～12：00

や心のことなど・・・「誰かに聞いてもらいた
い」そんなときがありませんか？
男性相談員が対応いたします。秘密は厳守
されますので安心してお電話ください.。

093-280-5325
※ご相談は匿名で構いません
※面接は実施しておりません
※相談は無料です（通話料は自己負担）

○ ホール等の催事 （貸室）
催事名
松本清張記念館開館
１9周年記念講演会

開催日・時間
８月５日（土）
１４：３０～

内容等
「ハッピーエンドの時代」
作家・赤川次郎 講演会

問い合わせ先
北九州市立松本清張記念館
093（582）2761

ヤマハ
ピアノ・エレクトーン発表会

８月11日（金）20日（日）
26（土）27（日）10：30～

ピアノ・エレクトーン個人発表会

㈱ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ小倉店
ヤマハ小倉南センター

093（962）3734

※申込方法、入場料等のお問い合わせは、直接主催者の連絡先へお願いします。
※ムーブの主催事業ではありません。主催者とのトラブル等の責任はおいかねますのでご了承ください。

○ 定期的に開催されている講座 （貸室）
講座名

開催日・時間

内容等

問い合わせ先

美文字
「くせ字よ さようなら」

概ね第１、３土曜日
10：00～17：00

一般：ペン習字・実用書道
子供：硬筆・毛筆

実用書道
621-1669（守田）

ベビーマッサージ

10：00～11：20

ベビーマッサージ

ハグの会
080（3220）9743（田中）

いけばな教室

小原流いけばな
090-5736-9136(児玉）

小原流いけばな

概ね月１回

概ね毎週火曜日
18：00～21：30

※必ずしも上記のとおり開催されないこともあります。
受講料や具体的な日程等のお問い合わせは、直接主催者の連絡先へお願いします。
※ムーブの主催事業ではありません。主催者とのトラブル等の責任はおいかねますのでご了承ください。

