月刊 ムーブ

12月の所内整理日は、28日（木）です。

○ ムーブの主催・共催事業
講座名
働くなでしこに贈る！
お役立ちワンポイントセミナー
脳の仕組みから学ぶ

男女の
コミュニケーション術
【参加費】無料

開催日

これから働こうと思っている女性

初級者から一歩前進！

1月13日・27日
2月10日・24日
土曜日（全4回）

【会場】ﾑｰﾌﾞ4階 料理室・工芸室
【対象】男性

午前コース

10：00～13：00
午後コース

14：00～17：00

備考（申込み等）
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
TEL（288-6262）
FAX（583-5107）
ﾑｰﾌﾞﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

楽しく料理をしながらあなたのレパート
リーを増やしませんか？
第1回 まずは人気の和食から
第2回 あつあつのグラタンに挑戦
第3回 みんなで楽しく中華メニューを

【参加費】 5,000円
（4回分の材料費、ｴﾌﾟﾛﾝ代、保険代込）

定員

【講師】有田麻紀さん
（株式会社フローリスト・リバティ
代表取締役社長）

【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

エプロン男子 中級編

内容 等

女性から見ると男性の言動が理解できな
1月20日（土）
かったり、男性から理解されなかったり。
個人差があり単純に男女での区別は出
14：00～16：00 来ませんが、これは性別による脳の仕組
みの違いと言われます。仕事や家庭生活
受付開始 12/5（火） における男女間の傾向の違いを理解し、 30名
尊重しながらよりよい関係を築くヒントを
（先着）
学びます。

第4回 イタリアンでパーティー気分

【講師】K's-kｉｔｃhen 永沼香織さん
（日本ﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ＆ﾌﾙｰﾂﾏｲｽﾀｰ協会認定
ｼﾞｭﾆｱ・ﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ＆ﾌﾙｰﾂﾏｲｽﾀｰ）

お問合せ・お申込先
北九州市立
各16名 男女共同参画センター
（申込み多
・ムーブ事業課
数の場合
TEL（288-6262）
は抽選）
FAX（583-5107）
ﾊｶﾞｷ・ﾑｰﾌﾞﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

申込締切
12/14（木）必着

女性のための
就職応援講座
～ものづくりの街・北九州で、やりが
いのある仕事を求めて～

【参加費】無料

1月30日（火）

就職を希望する女性を対象に、製造業
への就職を推進するプログラムを活用
した講座や工場見学を行います。就職
サポートセミナーも同時に開催します。

9：45～16：15

【講師】吉村英俊さん

（北九州市立大学教授）

申込締切
1/11（金）必着

【会場】ﾑｰﾌﾞ5階 小ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ

お問合せ・お申込先
北九州市立
15名 男女共同参画センター
（申込み多
・ムーブ事業課
数の場合
TEL（288－6262）
は抽選）
FAX（583-5107）
ﾑｰﾌﾞﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

【対象】就職を考えている女性
【託児】あり（要予約・有料）
2017年度 ﾑｰﾌﾞ対人援助職者ｾﾐﾅｰ

2月3日（土）
感情労働としての
対人援助職（実践編）

13：30～16：30

～ｾﾙﾌﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ､ｾﾙﾌｹｱ～

感情労働をテーマに対人援助職の特
性に触れ、あり方を学びながら支援者
の抱える問題などを踏まえ、セルフケ
ア、セルフマネジメントの方法を学びま
す。

受付開始 12/17（日）
【参加費】無料
【会場】ﾑｰﾌﾞ5階 大ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ
【対象】対人援助職者
（福祉、介護、教育、医療など）

100名
（先着）

【講師】武井麻子さん
（日本赤十字看護大学名誉教授、
日本集団精神療法学会理事長）

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

※受講料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

ムーブフェスタ2018

実行委員募集

「ムーブフェスタ2018」で、共に事業の運営・企画・ＰＲなどを担当す
る市民委員を募集します。皆さんの斬新なアイデアや行動力で
ムーブに新しい風を吹き込み、フェスタを盛り上げてください！

【ムーブフェスタとは】
【対象】北九州市内にお住まいか 毎年7月に行われるイベントです。ムーブ主催事業をはじめ、市民の皆
お勤めで、ムーブの活動に関心 様手作りの講演会や映画上映など約100の事業を展開し、5万人を超
をお持ちの方
える来場者で盛り上がりをみせています。

申込受付中
申込締切12/11（月）必着
大学生の応募も大歓迎！

【活動内容】 ＰＲ活動、イベントの運営、司会、受付など
【活動期間】 平成30年1月から8月までの、1～2カ月に
１回程度行う会議に出席していただく予定です。
会議は、原則として平日１８時３０分から１～２
時間程度行います。

お問合せ・お申込先
北九州市立
若干名 男女共同参画センター・
（書類選
ムーブ事業課
考）
TEL（288-6262）
FAX（583-5107）
（申込みは、郵送・ＦＡＸにて）

女性の人権に関する法律無料相談
開催月

12月
1月

～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
定員
12月12日（火）13：00～15：00
12月6日（水）
12月16日（土）13：00～15：00

12月13日（水）

12月20日（水）18：00～20：00

12月15日（金）

1月16日（火）13：00～15：00

1月10日（水）

1月20日（土）13：00～15：00

1月17日（水）

1月24日（水）18：00～20：00

1月19日（金）

各日
４名

各日
４名

備考
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

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

12月

備考
専用電話

12月12日（火）18：00～20：00 家庭のこと、仕事のこと、これからの生き方
や心のことなど・・・「誰かに聞いてもらいた
12月16日（土）10：00～12：00

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）
講座名
北九大JAZZ研K＆K
第40回定期演奏会

開催日・時間

内容等

問い合わせ先

12月16日（土）
18：00～

第40回 定期演奏会

北九州市立大学JAZZ研究会K&K

トゥルースペースダンス
発表会

12月23日（土）（祝）
14：00～

ダンスの発表会

トゥルースペースダンス
090-7443-6007（塩川）

クリスマスコンサート

12月24日（日）
13：30～

ピアノ発表会

cam's ㍶
090-1368-3015（宮崎）

内容等
一般：実用書道・ペン習字
子供：硬筆・毛筆

問い合わせ先
実用書道
621-1669（守田）

080-6373-3204（鎌田）

○ 定期的に開催されている講座 （貸室）
講座名
美文字
「くせ字よ さようなら」

概ね土曜日
10：00～17：00

生活の中に書を入れて
楽しみませんか

概ね毎週月・水曜日
月14：00～16：00
水14：00～20：30

実用書道

以呂波会
090-1875-9138（小川）

小原流いけばな

概ね火曜日
18：00～21：30

いけばな教室

小原流いけばな
090-5736-9136（児玉）

概ね月1～2回
10：00～11：20

ベビーマッサージ教室

ハグの会
080（3220）9743（田中）

ベビーマッサージ教室

開催日・時間

※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。

