


ムーブフェスタ 2009
心をつなぐ、夢をつなぐ、未来へつなぐ ～男女共同参画へのムーブメント～

時　間　 昼の部　13：00～15：00（開場12：30）
　　　　 夜の部　18：30～20：00（開場18：00）
会　場　ムーブ2階 ホール
定　員　各400名（未就学児入場不可）
　　　　託児あり（6カ月～就学前。有料。要予約）
入場料　入場券 500円、 ファミリー券 1，000円
            （ファミリー券は、大人2人までと高校生以下の家族が入場できます。）
　　共催 （財）北九州市芸術文化振興財団

　女性が社会で、男性が家庭
や地域で活躍する機会は確実
に増えてきました。ワーク・ラ
イフ・バランスという意識も
除々に高まっています。
　そこでムーブでは「男女共
同参画社会」についてわかり
やすく理解していただくため
に、脚本、曲ともに書き下ろし
のオリジナルミュージカルを
制作いたしました。
　出演者も一般公募しまし

た。　楽しい中にも普段見過ごしがちな点を盛り込んだ
内容となっています。どうぞ多くの皆様にお楽しみいただ
きたいと思います。

7/4（土）

　平成7（1995）年7月1日、男女共同参画社会を形成するための活動拠点として開所した北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”
は、今年も開所月の7月にムーブフェスタを開催いたします。男女共同参画社会基本法が制定されて今年で10年になることから、今回
のテーマは「心をつなぐ、夢をつなぐ、未来へつなぐ～男女共同参画へのムーブメント～」としました。約120の市民企画事業をはじめム
ーブ初のオリジナルミュージカル公演、イベント、大切な人への三行詩など、1カ月にわたって多彩な事業を繰り広げます。

開会行事、ミュージカル 『扉（ドア）の向こうに』

　舞台は、どこの街にもあるショッピングセンター。時刻は夕方。
　偶然エレベーターに乗り合わせた7人。年令も性別も生活環境も
違う彼らは、本来ならば、ほんの数分、同じ空間に居るだけで、
またそれぞれの場所に帰っていくはずだった…のですが、なんと、
そのエレベーターが上昇途中で止まってしまいます。
　おとなしく助けを待つしかない状況の中、ひとりのおばあちゃんが
「今すぐ家に帰らないと」と騒ぎだします。49年間一度だって
遅らせたことのない夕ご飯の時間に間に合わないというのです。
　ややこしいのは、おばあちゃん以外の人たちが実は
「家に帰りたくない」理由を抱えていたこと。
　会話し、協力し、対立している間に、狭いはずのエレベーター内が
いつしか、それぞれの人生の舞台に。
　「仕事」「家庭」「介護」「夫婦」男と女、人と人。
　扉（ドア）が開くまでに、時にどたばたと、時に真剣に、それぞれの気
持ちがゆれ動いていきます。
　彼らは、どんな顔をしてこのエレベーターを出ていくのでしょうか。

北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”
TEL.093-583-3939

脚本　大塚 恵美子
　　　　  劇団「夢の工場」座長

音楽　山根 浩志・原田 耕平

チケットは
ムーブ1階図書室・
3階事務室で
  販売中！

お問い合わせ

あらすじ

ムーブミュージカル
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会　場　ムーブ1階 交流広場 
参加費　無料
　　　　託児あり

▲ ▲

7/12（日）
10：00～15：00

《チアフル》
  （女性ボーカルグループ）

《Caps＆Hats》
  （ジェントルマングループ）

《北九州市立高等学校ダンス部》
  （全米ダンスドリル選手権国際大会2009で総合優勝）

サマーカーニバル
10：00～17：00
7/18（土）

防犯教室

あなたの
防犯力は

大丈夫？

知って
 なっ得！ 講 師 福岡県警小倉北警察署

生活安全課

浅田 清之ほか

三行詩
最優秀賞決定・表彰式
最優秀賞は、表彰式当日に参
加者投票にて決定します!!

村仲 ともみ（タレント）
KBCテレビ
『気ままにLB』のちゃりんこグルメでおなじみ

「男女共同参画－心をつなぐ、
  夢をつなぐ、未来へつなぐ」を
  テーマとしたトーク

★サマーカーニバル参加者団体名称★

7/4（土）　 31（金）

13：00～14：00
7/18（土）

★中之島流大正琴 琴由利会 （大正琴の演奏）
★Junko Kids ダンススクール （子供のジャズダンス）
★手話ダンス You&I 北九州 （手話ダンス）
★プアメリエ徳力 （フラダンス）
★リフォーム アドバイス クラブ
    （自作自演のファッションショー）

★タヒチアンダンスチーム POERAVA〔ポエラヴァ〕
    （タヒチアンダンス）

★T.Desir〔ティー.デジール〕（ダンスパフォーマンス）
★日本舞踊 英流 幸の会 （日本舞踊、民謡舞踊）
★日本舞踊 裕志朗の会 （日本舞踊）
★レインボースカイ （フラダンス）
★寶千会 （日本舞踊、新舞踊、民踊）

★NPO法人障がい者YYくらぶ （歌と踊り）
★ナニフラ スタジオ福岡 （フラダンス、タヒチアンダンス）
★豊扇流なでしこ会 （舞踊と太鼓）

会　場　ムーブ1階 交流広場 
参加費　無料
　　　　託児あり（6カ月～就学前。有料。要予約）

★ トークの部 ★ 音楽・ダンスの部

★ 大人向け音楽の部

あなたとわたしをつなぐ詩（うた）
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『　　　　　　　　　』発行！！Cutting-Edge Cutting-Edge 
　各方面からのバックナンバー購読のご要望にお応えして、このたび
『ジェンダー問題解決のカギを提示する最前線書誌情報誌　
Cutting-Edge総集編版』を発行しました。
　本書は2001年の創刊号から2009年1月発行の第33号までを収録し
ています。巻頭言、未来・ことば、書誌情報とキーワード解説、ジェンダ
ーエッセイなどで構成する本誌は今までに約250名の多彩な執筆者を
迎え、常に多様で流動的で学際的な情報を発信し続けてきました。
　どうぞ、ぜひご一読ください。

お問い合せは ムーブ1階　情報課まで

7/4（土）　 31（金）▲ ▲

第12回 ジェンダー問題調査・研究公開報告会

平成20年度の公募で選ばれた１組がその調査・研究の成果を報告します。
会　場　北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”５階 小セミナールーム　　　　定　員　60名 参加無料・託児あり

ちょっと、寄ってみませんか？

あなたは大丈夫？
DV・デートDVについて知ろう！

場　所　ムーブ図書・情報室入り口
時　間　 図書室開室時間中
対　象　どなたでも
その他　お一人様10冊まで（雑誌・図書を合わせて）
　　　　 ご自由にお持ち帰りください。

　期間中、約120団体が講演
会、コンサート、作品展、映画
上映などさまざまな催しを行
います。

平成20年度 ジェンダー問題調査・研究支援事業

1階交流広場で、
さまざまな
種類の出店が
あります。

7/18（土）

フリーマーケット

▲ ▲

ムーブ図書室の蔵書のうち、保存年限を過ぎたため
除籍した雑誌や多数複本がある図書を
無料配布いたします。

（但し、配布雑誌、図書がなくなり次第終了いたします。）

7/4（土）
　   31（金）

ムーブフェスタ 2009

13：00～15：00

パネル展示

場　所　ムーブ1階  交流広場

開催

お楽しみ
に！

市民
企画事業

ブックリサイクル 7/4（土）～

〔カティング・エッジ〕

総集編版

第34号

総集編版

開催

●コメンテーター　森　邦昭 公立大学法人 福岡女子大学文学部教授 

テーマ『北九州市の学校経営への女性参画モデルの構築に関する実証的研究』
九州大学自治体行政研究会　代表　楊　川（研究者グループ）

※お持ち帰りのための袋等を必ずご持参ください。

（敬称略）

無  料
（送料別途必要）
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・参加無
料

・同時通
訳あり

・託児あ
り

海外通信員、研修生と交流しませんか

ユニフェム北九州 が設立15周年を迎えました

『アジア女性研究 第18号  科学とジェンダー』を『アジア女性研究 第18号  科学とジェンダー』を
  発刊しました

海外通信員、研修生と交流しませんか

ワールドリポート発表会
 「ことばにみるアジアの文化
  ̶ 女ことば、男ことば」

時　間　13：30～15：30

会　場　ムーブ5階  大セミナールーム

定　員　100名

参加国　ネパールほか

　女医、後家など性差別を助長する言葉
に着目して、海外通信
員からの報告を交え
て普段何気なく使って
いる言葉の大切さに
ついて考えます。

7/11（土）

時　間　13：30～16：40

会　場　ムーブ2階  ホール

定　員　400名

共　催　ユニフェム北九州

7/14（火）

（財）アジア女性交流・研究フォーラム
（KFAW）からのお知らせ

・参加費
用

  1名につ
き500円

・通訳あ
り

「おいしいアジア」
料理教室

7/12（日）
時　間　10：00～14：00

会　場　ムーブ4階  料理室

定　員　8名（4組）

対　象　中高校生。

2名1組で申込んでください。

　海外通信員と一緒に、
手軽な家庭料理を作りな
がら、食生活からみた文
化の違いなどを学びま
す。

・参加無
料

・同時通
訳あり

・託児あ
り

第8回
「ジェンダー主流化を考える」
カントリーリポート発表会

7/17（金）
時　間　13：00～16：30

会　場　ムーブ5階 大セミナールーム

定　員　100名

参加国　アフガニスタン、ボスニア・ヘ

ルツェゴビナ、カンボジア、ハ

イチ、ネパール、ウルグアイ

共　催　国際協力機構（JICA）九州国際センター

　6ヵ国8名のJICA研修員が、自国の
ジェンダー主流化の現状などについ
て報告します。

7/18（土）
時　間

　10：00～14：00

会　場

　ムーブ1階  交流広場

共　催

　ユニフェム北九州

ユニフェム北九州 が設立15周年を迎えました

『アジア女性研究 第18号  科学とジェンダー』を
  発刊しました

●アトラクション
・2009年米アカデミー賞短編アニメ賞
  受賞作品「つみきのいえ」上映
・「愛の一座」（芸人バンク）による
  ふれあい演芸会

●「NPO法人ユニフェム（国連女性開発基金）日本」
　理事長 有馬真喜子氏による記念講演

●升本美苗基金助成金によるネパール、
　バングラデシュにおける事業活動報告

　2008年北京パラリンピックに関するフォトエッセイや、なぜ科学技術分野で女性の活躍が
少ないかなど興味深い内容が満載。（1部1,000円　　送料別途実費）

ユニフェム北九州
設立15周年
記念のつどい

ユニフェム北九州
  チャリティ・バザー
 開催

c○ROBOT

・参加無
料

・託児あ
り

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

お申し込み・お問い合わせは

「つみきのいえ」

〒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
 http://www.kfaw.or.jp

KITAKYUSHU FORUM ON ASIAN WOMEN
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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】
『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

誌上講座

平成
21年度

奥山 和弘
おく や ま か ず ひ ろ

ジェンダーを指摘するスキル
 1　女性ならパッチワークに関心がある

　暮れに読んだミステリーに次のような場

面があった。3人の刑事の会話だ。

　「パッチワーク？　あんなもので有名に

なるなんてことがあるのか」

　「あるそうです。自分も知りませんでし

たが」岸谷は内海薫に目を向けた。「女性

なら知っているのかもしれないな。ミタア

ヤネ、という名前を聞いたことないかな。こ

ういう字を書くんだけど」

　岸谷が開いた手帳には、三田綾音、と書か

れていた。

　「知りません」彼女は素っ気なく答えた。

「どうして女性なら知っていると思うんで

すか」

　「いや、何となくだけど」岸谷は頭を掻く。
　（東野圭吾『聖女の救済』）

　作者は、「何となく」という言葉で、これが

岸谷の自覚していない「とらわれ」であるこ

とを示している。だが、典型的な男社会と言

われる警察組織の中に限らず、私たちの身

の回りにはこうした無意識のジェンダーが

まだまだ見受けられる。「男女平等が最も進

んだ社会」と考えられがちな学校にも、それ

はある。

 2　会計係は女性　

　昨年度末、職場で私は2つの報告ないし相

談を受けた。いずれも女性の職員からだ。

　1つは、送別会のせんべつ贈呈役をめぐる

トラブル。例年、若い女性2人が務めている

ということで、幹事の男性が事務室に職員

の年齢の確認に行った。ところが、女性事務

職員から「そういうこと（個人情報）は教え

られません」と言われて、動揺したのか、「今

までそうしてきたんだから、教えてもらわ

なきゃ困る」と気色ばんだ。すると、着任1

年目のその職員に「どうして若い女性でな

ければならないんですか」と切り返され、

「やっぱり、きれいどころにやってもらわな

いと」などと口走ってますます事態を紛糾

させてしまったのだという。その様子を見

ていた別の職員からの報告だった。

　それでも、送別会当日には別の幹事の1

人（男性）が贈呈役を務めていたので、穏便

に決着をみたものと思われる。

　もう1つは、校内人事に関する相談。新年

度に向けて、各課や学年で色々な役割分担

を決めるわけだが、会計係はなぜか例年当

然のことのように女性に割り振られるのだ

という。なんとかしてくださいという訴え

だった。うかつにも、私自身、指摘されるま

でその慣習に気づかなかった。

　これについては、各課や学年の主任が集

まる会で「男女を問わず、適材適所で」とお

願いしたところ、改善が図られた。

 3　リンゴをむくのは母親

　かつて、交流人事により中学校に勤務し

たことがある。そこでは、生徒の出席簿を記

入するのは女子の学級委員の仕事とされて

いた。まだジェンダーという概念はなかっ

たが、「女子は字がきれいだからね」という

学年主任の説明に、「字がきれいじゃない女

子だっているんじゃないの」と、心の中でひ

そかにツッコミを入れたことを思い出す。

　苦い経験もある。その中学校で、生徒にリ

ンゴの皮のむき方を尋ね、そのむき方が母

親と同じという生徒に挙手させてみた。予

期したとおり、大半が母親のむき方と同じ

だった。そこから、子どもたちは母親から

「文化」を学ぶという結論を引き出し、「年

末・年始には、ぜひ子どもたちに『文化』を伝

えてやってください」と冬休みの生徒指導

だよりに書いた。この手の通信としてはユ

ニークな切り口だという自負もあったし、

職員室でも好評だった。ところが、私と同じ

年代のある女性教員だけは、「おもしろいで

すね」と言ったあと、「でも、男性の視点です

ね」と付け加えた。

　その言葉の意味は、それから10年以上た

ってからようやく理解した。当時の私には、

父親がリンゴをむくというケースが全く想

定できなかった。自分が父親になった時、実

際に子どもにむき方を教えたのは私だった

のだが。

 4　それって、ジェンダーですよ

　それにしても、「それって、ジェンダーで

すよ」と指摘するのは案外難しい。パッチワ

ークやせんべつの例のように「どうして

……」と真正面から問いただすか、リンゴの

皮のように「でも……」とチクリと刺すか。

それとも、一人心の中だけで毒づくか。

　冒頭の小説に描かれているのは、ジェン

ダーにとらわれた男性をジェンダーに敏感

な女性がやりこめる典型的な場面だろう。

だが、作者は、「素っ気なく答えた」内海より

「頭を掻く」岸谷の方に、読者の共感を導こ

うとしているかに見える。これが、これまで

のジェンダー問題の取り上げ方に対する世

間一般の感情を反映しているのだとした

ら、考えさせられる。

　私たちは、ジェンダーに敏感になること

の大切さは熱を込めて説いてきたが、ジェ

ンダーを指摘するスキルについては、ほと

んど顧みてこなかったのではないだろう

か。
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ファイナンシャル・プランニング技能士検定3級講座
希望と安心をお届けするファイナンシャルプランナーを目指
しませんか。
日　時　7月1日（水）～9月9日（水） 18：30～20：30（全20回）
　　　　毎週水・土曜日。但し、8/15は休講
講　師　ファイナンシャルプランナー　鶴田英二氏
対　象　北九州市内在住または在勤の方（学生は除く）
定　員　20名（先着順）
参加費　無料（但し、教材費・検定料 9,600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　6月3日（水）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/

パソコン講習会就業支援事業

就業支援事業 ジェンダーワークショップ

男女共同参画事業

心と体を癒すハンドケア講座
家庭介護等のひとつとして、お母さんの温もりを伝えるハンド
ケア法を学びます。
日　時　6月27日（土）
　　　　13：30～15：30
講　師　NPO法人日本セラピューテック・ケア協会　岩阪哲子氏
対　象　北九州市内在住の小学生以上の方
定　員　20名（先着順）
参加費　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　6月3日（水）9：00から電話または来館で受付け。

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/

焼きたてパンでナイト講座
男女ペアで手作りのパンを作ることにより、共に責任を担う家
庭生活を考える機会を提供します。
日　時　7月16日・8月20日・9月17日毎月第3木曜日（全3回）
　　　　18：30～21：00
講　師　橋本則子氏
対　象　北九州市内在住または在勤の方（学生は除く）
定　員　16名（先着順）
参加費　受講料1，800円　教材費2，500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　6月17日（水）9：00から電話又は来館で受付け。

DV（ドメスティック・バイオレンス）に悩んでいませんか？

日　時　「アクセス入門」7月29日（水）～9月11日（金） 　　　
　　　　  毎週水・金曜日 18：30～20：30　※〆切り 7月15日（水）
　　　　 「ワード・エクセル基礎㈬」8月20日（木）～10月29日（木）
　　　　  毎週木曜日 9：30～12：30　※〆切り 7月24日（金）
対　象　北九州市内に在住または在勤の方（学生は除く）
定　員　各コース14名（調整）
参加費　無料（但し、教材費2,100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　各コース共に往復はがきに、①希望コース②応募動機
③住所④名前⑤電話番号を書いてお送りください。返信用はが
きにも住所・氏名を書いてください。

北九州市子ども家庭局 男女共同参画推進部　TEL.093-582-2405

　北九州市では、配偶者等からの暴力に関するさまざまな相談や、暴力を受けた被害者の自立支援に向けた情報提供な

どを行っています。

　相談したいけれどどこに相談したらいいのかわからない。そんな方のために、男

女共同参画推進部では相談窓口一覧を、持ち運びやすいカードとして作成いたしま

した。被害者の方や、身近な方がもしかしたらDVを受けているかもしれないと思っ

ている方など、ぜひご利用ください。

　DV相談窓口一覧カードは、男女共同参画推進部、各区役所の女子トイレなどに設

置しています。また、郵送もいたしますので、ご連絡ください。
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　いよいよ今年もムーブフェスタの季節になりました。
　今年のテーマは「男女共同参画」。キャッチコピーは「心をつ
なぐ、夢をつなぐ、未来へつなぐ～男女共同参画へのムーブメ
ント～」です。

　オリジナルミュージカルの公演、大切な人への三行詩など
初めての事業も企画して、皆様のご来館をお待ちしていま
す。
　どうぞお気軽にお誘いあわせの上、お楽しみください。

編集
後記

あなたの新しい一歩のために！ムーブ相談室

こころと生き方の一般相談

電話・面接相談
（面接相談は予約制）

TEL.093-583-3331
火・水・木・土・日　9：30～17：00
金　 　　　　　13：00～20：00

性別による人権侵害相談

電話・面接相談
（面接相談は予約制）

TEL.093TEL.093-583-3663
火・水・木・土・日　9：30～17：00
金　 　　　　　13：00～20：00

女性のための就労応援相談

電話・面接相談
（面接相談は予約制）

TEL.093-591-9408
金　10：00～17：00

女性の人権に関する無料法律相談
月3回　原則として下記のとおり
第1火曜日　13：00～15：00
第2土曜日　13：00～15：00
第4金曜日　18：00～20：00

受付方法、日程についてはムーブホームページまたは

TEL.093-583-5197

　ご存じでしたか？ 北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”では、悩みや疑問について相談員が対応して
います。お気軽にご相談ください。
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●北九州市立男女共同参画センター／開所日のご案内
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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


