


役者、劇作家、演出家として劇団外でも活躍。
・北九州女性カンファレンス『漂流家族』
  （1994年/作・演出）
・北九州演劇祭特別公演『アリスな出来事』 
 （1996年/脚本）
・北九州市教育委員会　啓発劇シナリオ『仮面』 
 （2001年/脚本）
記憶に新しいところでは、2008年には紫川水上劇場
『紫・まれびとエビス～紫川物語～』演出部統括

大塚　恵美子 氏
劇団「夢の工場」座長・劇作家
（日本劇作家協会員）

ムーブフェスタ2009で上演

　ムーブフェスタ2009のメイン事業として、ムーブが初
めて挑戦するムーブミュージカルがいよいよスタートを
切りました。公演は、2009年7月4日（土）昼、夜2回です。
　ムーブでは、男女共同参画社会基本法制定より10年と
いう節目にあたり、男女共同参画を広く知っていただこう
と市民参加のムーブミュージカルを企画しました。
　平成21年3月7日（土）、当センターにて出演者のオーデ
ションを行いました。
　脚本、演出に「劇団　夢の工場」座長の大塚恵美子氏を
お迎えし、オーデションの審査員をお願いしました。

　オーデションの審査内容は、自由選
択曲のアカペラ歌唱、そして大塚氏が
場面設定した、お芝居の即興演技とい
った高度なものでした。
　応募者は演劇を経験した方がほと
んどで、演技力、歌唱力ともにレベル
が高く驚かされました。本番が今から
楽しみです。

ムーブミュージカル始動
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平成21年度 ジェンダー問題調査・研究支援事業 募集

『ジェンダー白書7』 発行!!

お求めは、ムーブ 1階図書・情報室

（送料別途必要）　A4判　無料

　ムーブでは、北九州市のジェンダー（社会的性別）問題を
掘り起こし、自主的に調査・研究する市民グループや研究者
（グループ）を募集します。
※この調査・研究によって得られた調査データおよび論文の著作権は
　当センターに帰属します。

 ■支援対象となる調査・研究
（1） 北九州市のジェンダー問題であること
（2） 問題解決への提言が含まれていること
（3） 調査・研究の結果やデータが、今後の北九州市の施策　
　やムーブの事業に反映・活用できるものであること

 ■平成21年度調査・研究のテーマ　※下記2点からの選択制

（1） 自由課題
「北九州市男女共同参画社会の形成の推進に関する条
例」（平成14年4月施行）の基本理念に関連するもので、こ
れに基づいた自由な研究課題を設定してください。

「北九州市男女共同参画社会の形成の推進に関する条例」の基本理念（6項目）
1.男女の人権の尊重　　2.社会における制度又は慣行についての配慮
3.政策等の立案及び決定への共同参画
4.家庭生活における活動と他の活動の両立　
5.互いの身体的特徴及び性に関する理解並びに性に関する個人の意思の尊重
6.国際的な相互協力

（2） 北九州市における女性のチャレンジ支援について
北九州市において必要とされている「女性のチャレン
ジ支援」や、地域の実情や特性に応じた「女性のチャレ
ンジ支援」のあり方など、具体的な支援策につながる調
査・研究課題を設定してください。

 ■応募資格

●市民グループ
（1）北九州市に在住・在学・在勤の3名以上で構成されたグ

ループ
（2）組織の運営に関する規則等（規約・会則等）があり、会員

名簿を備えていること
（3）研究テーマの設定から調査、執筆、報告までの作業を、

グループで自主的にできること

●研究者または研究者グループ
（1）全国の研究者個人、または研究者グループ（研究機関等

への所属の有無は問わない。）
（2）応募後、ヒアリングなどのためにムーブに来所できる方
（3）調査・研究のテーマは未発表のものであること
※共通要件
（1）2010年7月に実施予定のジェンダー問題調査・研究公

開報告会で発表できること
（2）特定の宗教または政治活動にかかわるものや営利を目

的とした活動内容（のグループ）ではないこと
（3）これまでに本助成を受けていないこと

 ■支援内容

（1）実施に関する費用の一部を補助する。（補助金の対象と
なる経費。上限30万円）

（2）調査・研究に関する指導を行う。（基本的には市民グル
ープのみ）

（3）資料作成やミーティング等の場として、ムーブ内施設を
提供する。

（4）調査結果の集計にあたり、集計ソフト・PCを貸し出す。

 ■募集期間

平成21年4月1日（水）
　　　～5月31日（日）

 ■選考

支援先は1組。北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”
において選考委員会を設置し、書類審査およびプレゼンテ
ーション審査の上、決定します。

 ■お申込み・お問合せ先

北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”情報課
〒803-0814　北九州市小倉北区大手町11－4
　TEL/FAX（093）583-5082
http：//www．kitakyu-move．jp
E-mail　move＠move-kitakyu．jp

　平成20年版 『北九州市の男女共同参画統計データ集』ができました。

　ムーブでは、男女共同参画にかかわるさまざまな問題をテーマにした『ジェン

ダー白書』を現在まで6巻刊行してきました。

　平成20年度の『ジェンダー白書7』はこれまでの白書とは趣を変えて、さまざま

な分野の統計を満載しました。昭和40年からの年代別男女共同参画の状況変化

や最近の男女の意識調査まで北九州市の現状を把握する資料となっています。

■応募方法

申込書に必要事項をご記入のうえ、
ご提出ください。
申込書はムーブにあります。
※ムーブのホームページからもダウンロードできます。

北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”編
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対人援助職者セミナー 報告
　対人援助職者がジェンダーの視点を持った対人

援助を学ぶ場として、対人援助職者セミナーを開

催しました。今年度は信田さよ子さんを講師に迎

え、加害者に精神的に囚われ、コントロールされて

いる被害者や、相談者の裏にある家族の問題など

に対し、対人援助職者が「出来ること」と「やらなけ

ればならないこと」について学びました。

　信田さんの現場での長い経験や深い知識

を基に取り組まれているDV加害者プログラ

ムについて説明がありました。その中でDV

被害者に対して「それはDVである」と明確に

示すのは援助職者であるが、加害者に「あな

たはDV加害者である」と宣言するのは被害

者しかいないということ、突然被害者が姿を

消すのは加害者を混乱・不安にさせ、暴力を

助長する可能性があるため、逃げる理由を出

来るだけ置手紙で伝えた方がよいなどのア

ドバイスに多くの参加者は熱心に耳を傾け

ていました。

釜山広域市 中区長 金恩淑氏訪問2/26
（木）

『男女共同参画マンガコンクール作品集』発行!! （無料）

　北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”は、男女共同参画の理念をわ
かりやすく伝えるための1コマから4コマのマンガを2008年7月1日～9月
30日まで募集しました。
　審査委員長に文月今日子氏、審査委員には、うえやまとち氏、倉田真由美
氏の漫画家3人をお迎えし、ムーブ所
長吉崎邦子と共に厳正な審査を行い
ました。
　応募作品206点、応募者数152人の
中から選ばれた受賞者7人と1グルー
プの入選作品集が出来ました。力作ば
かりです。ぜひご覧ください。

【お問合せ先】 ムーブ1階図書・情報室

発行

「DVと、その裏にある虐待 ～対人援助職者ができること」
日　時／平成21年2月22日（日）　13：00～15：30
講　師／信田　さよ子　氏 （原宿カウンセリングセンター所長）

　平成21年2月26日（木）、釜山広域市より中区長の金恩淑（キム・ウンスク）氏ご一行が北九州市視
察の忙しい中、当センターを訪問されました。
　今回の訪問は、昨年5月、釜山市で行われた「朝鮮通信使祝祭」に、北九州市（八幡西区）の「黒崎
祇園山笠」（県指定無形民俗文化財）のメンバー約100人が参加したのが交流のきっかけとなり、実現

の運びとなりました。
　金氏はとても明るく、エネルギッシュで笑顔の素敵な方で
した。以前に男女共同参画を担当されたそうで、男女共同参
画に大変関心がおありで、忙しい合間を縫っての来館でし
た。
　滞在時間はわずかではありましたが、ムーブの施設内を
視察され図書室にてムーブ出版の韓国語版『ひまわり姫』
をムーブから贈呈されて、喜んでおられました。
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平成20年度 男女共同参画講座 報告
　毎年さまざまなテーマを取りあげている男女共同参画講座。今年度は、「若者はいま、そして未来へ」
「女性リーダー　私のキャリアデザイン」の2つのテーマで4人の講師をお迎えし、ムーブで講演会を行い
ました。講師の先生方から参加者へ送られたメッセージをご紹介します。

本年4月から月曜日が祝日の場合、翌日火曜日の図書・情報室、相談などもご利用いただけるようになりました。
より一層のムーブのご利用をお待ちしております。

ムーブからのお知らせ

●若者はいま、そして未来へ

●女性リーダー　私のキャリアデザイン

　マンガ『大奥』や若者の間で話題になってい
るインターネット上の動画等を通して、今の若
者の文化や行動原理についてお話しされまし
た。
　とくにジェンダー規範（男が男として期待
される役割、女が女として期待される役割）へ
の抵抗や諧謔（注1）についての事例を盛り込ん
だ、楽しくてわかりやすい内容でした。
（注1）諧謔（かいぎゃく）…おもしろく気のきいたことばのこと

　若年非正規雇用（代表としてニ
ート）、大企業正社員（いわゆる勝
ち組）のそれぞれの側面から問題
点を挙げ、今の若者の深刻な労働
環境や格差社会についてお話し
されました。
　現在の状況改善のためには学
校での職業教育の充実が必要で
あることを強調されました。

　ベストセラーにもなっている『おひとりさまの老後』
の著者、あの上野先生がアラフォー世代に向けた「おひ
とりさまの老後」についてお話しされました。
　内容は、結婚は選択肢の１つにすぎず、条件が整っ
て、孤立さえしなければ「おひとりさまの老後」も怖く
ないというものでした。
　参加者の皆様からは「今後の人生について考え直す
良い機会となった」など、高い評価の感想をたくさんい
ただきました。

第1回  1月17日（土）
「若者はいま～
  マンガ・インターネット文化」
●時 間／14：00～16：00

●講 師／石田　仁 氏 
                （国際基督教大学 非常勤講師ほか）

いし だ ひとし

第2回  2月7日（土）
「若者の労働はいま～
 貧困のフリーター、働きすぎの正社員」
●時 間／14：00～16：00

●講 師／熊沢　誠 氏 
　　　　　 （甲南大学 名誉教授、研究会「職場の人権」代表）

くま ざわ まこと

第3回  3月20日（祝）
「アラフォー版
 おひとりさまの老後」
●時 間／14：00～16：00

●講 師／上野　千鶴子 氏 
                （東京大学大学院 教授）

うえ の ち  づ こ

　自分のことをよく知り、自分の行動を変えること
で、自分の未来は自分が作れるということをお話し
されました。
　最後に「3年後の自分を想像して、未来に向かっ
て頑張ってください」と参加者へ呼びかけ、参加者
の皆様に元気を与えてくださいました。

第1回  2月28日（土）
「私の人生転機予報」
●時 間／14：00～16：00

●講 師／小島　貴子 氏
                （立教大学大学院ビジネス
                  デザイン研究科 准教授）

こ じま たか こ
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「男女共同参画社会」をめぐる3つの誤解
　男女共同参画社会基本法が施行されて10年になる。この

間、調査データとしても、私自身の感触としても、「男女共同

参画社会」という言葉自体の認知度はずいぶん上がった。し

かし、そこにはまだまだ課題も多い。

1　短い定義がほしい

　啓発のための講演を個人的に続けている。だが、講演とは、

しょせん、ピンポイントの活動だ。その会場だけで完結してし

まい、そこからの波及効果はあまり期待できない。「今日は何

の講演だったの？」「男女共同参画社会に関するものだけど」

「それって、どういう社会？」……こんな会話があったとして

も、そこで語られるべき言葉が用意されていないのだ。

　男女共同参画社会の定義については、基本法の前文及び

第2条にある。だが、いかにも長い。講演で伝えてもだれも覚

えてくれない。私自身も暗記してなどいない。

　そこで、私自身は、次のように要約して説明している。

　「性別にかかわりなく、多様な活動が選択できる社会」

　あるいは、

　「性別にかかわりなく、個性と能力を発揮できる社会」

　ファースト・ステップとしては、これくらいの、スローガン

のような言葉が有効だ。

2　誤解①　男女共同参画社会は「中性化」をめざす

　ところで、一時期、この「性別にかかわりなく」を「性差の否

定」「中性化」ととらえる解釈がまかり通っていたからあきれ

る。

　一般に、「Aにかかわりなく（かかわらず）Bする」という表

現は、「AはBを決定づけない」つまり「Bを行うに際して、A

は決定力をもたない」ということを意味する。例えば、「講演

会は晴雨にかかわらず実施する」と言えば、「晴れか雨か」と

いう気象条件が「講演会を実施するかどうか」を決めること

はないということだ。気象条件と人間世界の出来事とは直

接リンクしない、両者は別次元の問題として切り離して考え

る、ということである。だが、それは、現実に晴れや雨という

天候の違いがあること自体を否定しているわけではない。

　「性別にかかわりなく」も、「性の違い」があることは、この

表現の前提だ。その上で、その性の違いが、仕事や役割とス

トレートには結びつかない、と言っているのだ。

　「性別にかかわりなく」を「中性化」だと言うなら、「晴雨に

かかわらず」は「お天気雨（狐の嫁入り）」が毎日続くという異

常気象になってしまう。「性差の否定」という解釈が単純な誤

解によるものならば国語力の崩壊としか言いようがないが、

おそらくは意図的・戦略的な曲解だったのだろう。

3　誤解②　男女共同参画とは「男も家事をしろ」ということ

　「男女共同参画って、要するに『女も働け、男も家事や育児

をしろ』ってことだろ」と訳知り顔に言う人がいる。また、講

演に出かけると、推進実行委員会などによる寸劇が同時に

上演されることがあるが、その劇に「男も家事をしろ」など

というセリフが登場することも珍しくない。

　だが、それでは「強制」になってしまう。「多様な活動が選択

できる」と要約したように、「選べる」という点がポイントで

あり、「女性も、働きたければ働ける」「男性も、望むならば家

事や育児にかかわることができる」という意味合いだ。キー

ワードは「多様性」と「選択」である。

　「男性か女性か」ということだけによって最初から振り分

けられてしまうのではなく、「個人」としての資質、能力、適

性、希望、意思、抱えている条件などに従って、社会において

も家庭においても、仕事や役割を選んでいける社会、それが

「男女共同参画社会」であり、「人権が尊重される社会」の具

体像である。

　ただし、個人の自由意思による選択を基本とするものの、

例えば、妻が働くことを望んだ場合、夫はその妻の選択を尊

重する限りにおいては、必ずしも自分の本意ではなくても家

事のいくばくかを分担せざるを得ない状況が生まれるとい

う覚悟は必要となる。

4　誤解③　男女共同参画は「女性の味方」

　「男女共同参画の講演をしている」と話すと、「女性の味方

なんだね」と言われることがある。だが、それはこの言葉自体

や条例の定義が「男女」で始まっている点を見落としている。

　男女共同参画社会は「男性も多様な活動が選択できる社

会」を意味しており、半分は男性の生き方にかかわるもので

ある。「女性の社会進出」や「女性の権利の尊重」という側面

だけからとらえると本質を見失うことになる。

　めざすのは、「男女が共に仕事と家庭の両方にかかわるこ

とができる社会」である。それは、「男女が共により豊かに生

きられる社会」だと言い換えてもよい。男女共同参画社会

は、「女性が男性並みに働く社会」ではなく、男女双方にとっ

ての新しい生き方の提案であるという点を、講演でも確認

するようにしている。

平成21年度 誌上講座 奥山 和弘
おくやま かずひろ

1954年生まれ、静岡県出身
現在、静岡県立掛川西高等学校副校長。
著書に『一寸（ちょっと）ちゃんがゆく』（1998年自費出版）、『「男だ
てら」に「女泣き」』（2003年文芸社）、『ジェンダーフリーの復権』
（2005年新風舎）など。

静岡県立掛川西高等学校副校長

Profile

第    回1
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◆ 女性学「チャレンジする女性たち
　　　　　　　　　自分の可能性を信じて」
自分らしさを見つけチャレンジする女性へ
力強いメッセージを送ります。
日　時　5月30日（土）　13：30～15：30
講　師　（株）アヴァンティ 代表取締役　村山 由香里氏
対　象　北九州市内在住または在勤の方
定　員　30名（先着順）
受講料　無料
託　児　あり（1歳以上就学前まで）申込時にご相談ください。
申込み　5月3日（日） 9：00から電話または来館で受付け。

男女共同参画事業

◆ 心理学『今のわたしから未来の私へ“アクセス”』
未来へ向け、健康でいきいきと自分らしく生きる
ヒントになる講座です。
日　時　6月7日（日）
　　　　10：00～12：00
講　師　北九州市立大学 教授　中島 俊介氏
対　象　北九州市在住または在勤の方
定　員　20名（先着順）
受講料　無料
託　児　あり（1歳以上就学前まで）申込時にご相談ください。
申込み　5月17日（日） 9：00から電話または来館で受付け。

北九州市立東部勤労婦人センター“レディスもじ”
〒800-0051　北九州市門司区下馬寄6番8号
TEL 093-371-4649　FAX 093-371-4268
http：//www．k-palace．com/moji/

男女共同参画推進部からのお知らせ

◆目　　　標　　男女の人権が尊重され豊かで活力ある社会の創造
◆計 画 期 間 　  平成21年4月～平成26年3月（5年間）
◆計画の特徴　
（1）固定的役割分担意識などにより、女性の参画が進んでいない本市の現状から、「女性がいきいきと活躍できるまちを目指して」を本計画の副題と

し、特に方針決定過程や働く場で活躍する女性を増やす取組みを推進します。
（2）本計画に法律に基づくDV基本計画である「北九州市DV対策基本計画」を盛り込みました。
（3）計画の柱ごとに数値目標またはモニタリング指標を設定し、目標達成に向けた取組みを推進するとともに、各種指標を定期的に把握し、公表す

ることで計画の積極的な推進を図ります。
◆計画の柱及び主な施策等

※詳しくは、北九州市役所ホームページ（http：//www．city．kitakyushu．jp/）をご覧ください。
【お問合せ先】 男女共同参画推進部　電話093-582-2405　FAX093-582-2624

北九州市男女共同参画基本計画
（第2次）を策定しました

平成21年3月、本市では、「北九州市男女共同参画基本計画（第2次）～女性がいきいきと活
躍できるまちを目指して～」を策定しました。平成16年4月策定の前計画が平成21年3月で
期間満了したことに伴い、新たな基本計画を策定したもので、概要は次のとおりです。

Ⅰ　あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性
の参画の推進

Ⅱ　働く場における女性活躍の推進

Ⅲ　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

Ⅳ 男女の固定的な役割分担意識の解消と男女共同参画
への理解促進

Ⅴ 女性に対する暴力等人権侵害行為の根絶～北九州市
DV対策基本計画～

　生涯を通じた女性の健康支援

・市役所における女性活躍の推進
・女性の登用等を進める企業・団体等への表彰　など

・就業を通じて活躍する女性モデルづくり
・女性の就業機会の拡大推進、キャリア形成に関する相談機能強化　など

・事業者等との共同によるワーク・ライフ・バランスの推進
・子育て環境の整備、充実　など

・男女共同参画に関する調査、情報収集、情報発信の推進
・男女共同参画の視点に立った学校教育の推進
・国際的な相互協力・調査研究の推進、研究成果の市民還元の促進　など

・DV・デートDVに関する若年層への理解の促進
・DVに関する相談体制の充実、関係機関との連携強化　など

・若い世代における互いの性の理解・尊重のための広報啓発の推進
・妊娠・出産に関する支援、中高年齢期における健康づくりの推進　など

柱 主な施策等

レディスもじからのお知らせ レディスやはたからのお知らせ

北九州市立西部勤労婦人センター“レディスやはた”
〒805-0059　北九州市八幡東区尾倉ニ丁目6番6号
TEL 093-661-1122　FAX 093-661-2714
http：//www．k-palace．com/yahata/

◆ 笑いあり涙あり
    ～介護体験から学んだ親子の絆～

◆ 働く人のためのビクトルさんのスペイン語入門

父親の介護（アルツハイマー型認知症）を通して学んだ経験を
様々なエピソードを交えての講演会です。
日　時　5月23日（土）　14：00～15：30
講　師　タレント　山口 美江氏
対　象　北九州市内在住または在勤の方
定　員　200名（先着順）
受講料　無料
託　児　あり（1歳以上就学前まで）申込時にご相談ください。
申込み　4月17日（金） 9：00から電話または来館で受付け。

外国人と接する機会が増えた事に対応し、
意思疎通を図るための語学力を身に付けます。
日　時　6月2日～9月15日 毎週火曜日（全15回）
　　  　 10：00～11：30
講　師　ビクトル　パルケ氏
対　象　北九州市内在住または在勤の方（学生は除く）
定　員　15名（先着順）
受講料　教材費500円
託　児　あり（1歳以上就学前まで）申込時にご相談ください。
申込み　5月8日（金） 9：00から電話または来館で受付け。

開館32周年記念講演会
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　今回はムーブ初挑戦のミュージカルについてご紹介をさ
せていただきました。7月4日（土）ムーブフェスタ公演に向け
て、出演者のオーデションが行われ、いよいよ本格的に始動
です。温かい目で見守り、応援していただければ幸いです。　

春は新しい出会いの季節です。ムーブでは、さまざまな講座
をご用意してお待ちしております。「ムービング」の表紙もイ
メージチェンジし、「表紙からも男女共同参画を考える」をテ
ーマにしております。新年度どうぞご期待ください。

開所時間

所内整理日 （4月～9月）4月30日／5月14日・28日／6月25日／7月30日／8月13日・27日／9月24日

休業日 所内整理日及び年末年始9：30～21：30 （12月29日から1月3日）下記参照

◆施設の貸室については、所内整理日及び年始年末を除く毎日、利用できます。
◆事業（主催事業・個人利用等）・情報課（図書室等）及び相談業務は毎週日曜日17時以降及び毎週月曜日並びに祝日は休務します。

編集
後記

ムーブ利用のご案内

施　設　名 面積
（）

定員
（人）

使　用　料 （100円未満切り捨て） 備　考貸室

5F

4F

3F

2F

1F

大セミナールーム

小セミナールーム

企画ルーム1

企画ルーム2

料理室

工芸室

和室（24畳）

茶室（立礼形式）

フィットネスルーム

こどもの部屋

276

135

45

33

62

63

69

37

226

74

165

60

20

18

24

24

36

10

30

15

47

403 200

4,100

2,800

900

800

1,900

1,500

1,300

1,000

3,000

10,500

12,600

15,700

18,800

20,900

25,100

1,650

1,125

375

300

750

600

500

400

1,200

6,600

4,500

1,500

1,200

3,000

2,400

2,000

1,600

4,800

1,971

1,342

457

371

885

714

600

485

1,457

6,900

4,700

1,600

1,300

3,100

2,500

2,100

1,700

5,100

9：30～12：00 12：00～13：00 13：00～17：00 17：00～18：00 18：00～21：30
机55、椅子165

机30、椅子60

机11、椅子20

机6、椅子18

調理台5台（講師用1台含む）、 基本調理器具一式

作業台4台、  被服机2台、  電動工具等

基本茶道具一式（電気炉あり）

基本茶道具一式（電気炉あり）
各種トレーニング機器

予約制、  貸出には託児者が必要

入場料又はこれに類するもの（以下「入場料」という）の
最高額が、  1人1回につき1，000円以下のとき

入場料等の最高額が、  1人1回につき1，000円を超え
3，000円以下のとき

入場料等の最高額が、  1人1回につき3，000円を超えるとき

常駐監視役が1名必要

無料 無料 無料 無料 無料

無料 無料 無料 無料 無料

6,300

4,175

5,025

6,275

7,525

8,375

10,050

2,525

16,700

20,100

25,100

30,100

33,500

40,200

10,100

5,028

6,028

7,542

9,028

10,057

12,057

3,028

17,600

21,100

26,400

31,600

35,200

42,200

10,600

※付属の設備・器具も使用できます。（有料）　※営利目的等とみなされる場合は、上記の金額の20割に相当する額となります。

A
平　日

土日祝

土日祝

土日祝

平　日

平　日

B

C

ホール

市民ギャラリー

交流広場

施設に関するお問合せは　

●北九州市立男女共同参画センター／開所日のご案内

　まで093－583－3939

647 520
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http://www.kfaw.or.jp

事業休務日
（貸室利用・
申込みのみ可）

所内整理日の
ため利用
できません

施設予約抽選日
（10：30～）

定期読者の募集
MOVINGの定期読者になりませんか？
ご希望の方は、封筒に送付先（住所・氏名・電話番
号）と、郵送料1年分（120円切手×4回）を同封し、
北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”情報
課までお送りください。

平成18年度から北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”の指定管理者

〒803-0814 北九州市小倉北区大手町11-4 北九州市大手町ビル3F
 TEL.093-583-3434　FAX.093-583-5195

E-mail kfaw@kfaw.or.jp　
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