
2008年6月10日発行（季刊誌）

●市民企画事業 フリーマーケット

●北九州市ワーク・ライフ・バランス企業表彰

●誌上講座第2回
   「企業の社会的責任としてのワーク・ライフ・バランス」
　瀬地山 角（東京大学准教授）

●（財）アジア女性交流・研究フォーラム(KFAW)
　からのお知らせ

●男女共同参画推進部からのお知らせ

●レディスもじ、レディスやはたからのお知らせ

特 集

北九州市立男女共同参画センター

情報誌 ムービング
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　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。今回のテーマは、「自分の人生、いろんな色で描いてみようよ～次世
代へつなぐ男女共同参画へのムーブメント～」。だれもが性別に関わりなく、それぞれの個性を活かした自分らしい人生を過ごすこ
とのできる社会の実現をめざし、約130の市民企画事業をはじめ、講演会、ステージイベントなど、1ヵ月にわたって多彩な事業を繰
り広げます。

ムービング No53.2008.6　北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”

「わたし色のワーク・ライフ・バランス」

2008年7月1日（火）　7月30日（水）
テーマ◆ワーク･ライフ・バランス

◆18:30～20:30
◆ムーブ 2階ホール

定員 400名　参加無料　手話通訳有　託児有
　めまぐるしい社会の変化の中で、働き方や生き方に関する私達の考え方は大きく変化してきました。今までの「仕事偏重」に
疑問を感じ、「真に豊かな生活とは?」について改めて考えようという意識が高まっています。
　そこで、第一線で活躍を続けながら、仕事と生活の調和を実現してこられた出演者から「ワーク・ライフ・バランス」についてお
話をうかがいます。
　また、「私」だけに留まらず、「周囲」の人の「心豊かな生活」についても、お互いを尊重しあう男女共同参画の視点で、仕事、家庭、
地域などの面から会場のみなさまと共に考えたいと思います。

こばやし　　　ゆきこ

7/1
（火）

★開会行事、講演とトーク・セッション★

たなばたステージ ◆10:30～15:30
◆ムーブ 1階交流広場

定員 150名　参加無料　託児有
　気軽に参加できる楽しいステージイベントです。
演奏、合唱、マジックショー、演劇、パントマイム、子
ども神楽など、楽しいイベントの他、ムーブフェスタ
2008の主催事業や市民企画事業の見どころをみな
さんにアピールするPRタイムもあり、盛り上がるこ
とまちがいなし！

7/5
（土）

北九州市消防音楽隊

タカコバトントワリングDancing Club

若園うたの会

植本天彰

ふくし劇団こくら南プチボ

門司港バナナのたたき売り研究会 

マイムでドン

コーラス和みの会

折尾神楽保存会

アトラクション

ぎんどう　えつおうりゅう　こうしかい

九州女子大学・短期大学、
九州共立大学スポーツエアロビック部

吟道 悦央流 宏紫会

演奏、カラーガード隊演技

バトントワリング

童謡・唱歌合唱

マジックショー

詩吟

演劇

バナナの叩き売り 

パントマイム

合唱

エアロビック

子ども神楽

アンケートに答えて
合計300名様に

※商品がなくなり次第終了します

①11：00～（100名様）
②13：00～（100名様）
③14：00～（100名様）

★お問い合わせ・お申し込み先★
ムーブフェスタ2008実行委員会事務局　TEL.093-583-3939　FAX.093-583-5107　E-mail：festa@move-kitakyu.jp

（順不同）

鈴木 光司
（作家）

　『リング』『らせん』『ループ』
が大ベストセラーになり、『ら
せん』で吉川栄治文学賞新人賞
を受賞。作品は国内外で映画
化された。子育てにも深く関
わり、自称「文壇最強の子育て
パパ」。自らの体験を通して得
た“父性のあり方”をテーマに、
家族の絆・父親の役割、日本の
教育問題などについて積極的
に発言している。

すずき　　  こうじ

小林 由紀子
（ドラマ・プロデューサー）

　元NHK番組制作局長。『おし
ん』『はね駒』など数々のヒット
作を生み出す。NHK退職後も
数多くのテレビドラマの企画・
プロデュースを手掛けるほか、
テレビのゲストコメンテータ
ーとしても活躍している。10
年前から月刊誌に連載コーナ
ーをもち、現役OL達の仕事や
生活の悩み相談にアドバイス
を送ってきた。
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（敬称略）

ジャズ＆トークライブ ◆14:00～16:00
◆ムーブ 1階交流広場

定員 100名　参加無料　託児有
　この夏、ムーブフェスタ2008にジャズの音色をお届けします。次世代を担う大
学生による素敵なジャズ演奏です。また、大学生の視点から、自分らしく充実した
人生を送るビジョンについてのトークもあります。

●プロフィール
　九州歯科大学の音楽好きが集まって結成されたビッグバンドで、その歴史は半世紀に渡る。
ブルーノーツOBも多く、現在もアマチュア現役演奏家としてバンドを結成し活動している。
　現役部員も、大学の行事や地域のコンサート、各地でのフェスティバルなどで活動し、歯科
医療とともに音楽活動を通じて、地域への貢献を果たしている。

7/6
（日）

ジャズ演奏

トーク

九州歯科大学 Swing Jazz Orchestra BLUE NOTES

九州歯科大学学生　ムーブフェスタ2008実行委員会委員 他

第11回ジェンダー問題調査・研究公開報告会 ◆10:00～12:00
◆ムーブ 5階大セミナールーム

定員 150名　参加無料　託児有

7/19
（土）

平成19年度の公募で選ばれた2組がその調査・研究の成果を報告します。

「チャレンジする女性を紹介するウェブページの構築と
展開についての実証研究」

古賀 道恵
　チャレンジする女性を紹介する情報ウェブサイトの構築と展開
についての実証研究及び活動状況等の調査を行いました。
　この調査・研究を通して情報ネットワークを活用すること、チャ
レンジする女性がより活躍できる場所、交流する場所等の支援が必
要であると提案します。

●コメンテーター
おだ         　  ゆきこ

こが　　  みちえ

織田 由紀子（日本赤十字九州国際看護大学教授）

「北九州市のシングルペアレントが抱えるジェンダー問題」

中尾 美佐
　北九州市のシングルペアレントの生活の実態を、アンケートによ
って調査・研究しました。
　北九州市におけるシングルペアレントが抱える問題と今後の課
題を明らかにし、その問題解決に向けての提言をします。

●コメンテーター
しのざき　　 まさみ

なかお　　　みさ

篠崎 正美（（財）アジア女性交流・研究フォーラム主席研究員）

「地域で子育て」ネットワーク 代表北九州市立大学経済学部非常勤講師

お申し込み・お問い合わせ ★ 北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”情報課  TEL.FAX.093（583）5082

★お問い合わせ・お申し込み先★
ムーブフェスタ2008実行委員会事務局

TEL.093-583-3939  FAX.093-583-5107
E-mail：festa@move-kitakyu.jp

～SwingもLifeもバランスしだい ～

（順不同）

●　ブックリサイクル　●
★7月1日（火）9:30～

（但し、配布雑誌、図書がなくなり次第終了します）
★会場  ムーブ図書・情報室入口

●　パネル展示　●

★7月8日（火）～7月18日（金） ★会場  ムーブ1階交流広場

むーぶせんべいを
今年も販売いたします!
★ムーブ1階交流広場

　　(または図書室カウンター )
★1袋10枚入り 200円

（財）アジア女性交流・研究フォーラム　主催事業
●チャリティー映画上映会『ツバル』～沈みゆく楽園～
　日　時　2008年7月3日（木）第1回14：00～15：00 第2回19：00～20：00
　場　所　ムーブ2階　ホール
　定　員　各回500名　入場無料　※ただし、入場整理券が必要です。
　共　催　ユニフェム北九州・北九州ESD協議会
　整理券お問い合わせ　ユニフェム北九州　TEL.093(583)1081

●チャリティーバザー
　日　時　2008年7月5日（土）　10：00～14：00
　場　所　ムーブ1階　交流広場
　共　催　ユニフェム北九州

●第7回 ジェンダーの主流化を考える カントリーレポート発表会
　日　時　2008年7月15日（火）　13：00～17：00
　場　所　ムーブ5階　大セミナールーム
　定　員　100名　参加無料　同時通訳有　託児有
　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、チリ、フィジー、
　　　　　ハイチ、インド、ラオス、マラウイ、メキシコ、ネパール、ナイジェリア、
　　　　　パプアニューギニア、東ティモール、ウルグアイ　（15カ国）
　共　催　国際協力機構（JICA）九州国際センター

●KFAWカレッジ第3回 プログラム
　『世界はなぜ仲良くできないの？』の著者
　竹中千春氏の講演
　日　時　2008年7月26日（土）　13：00～14：30
　場　所　ムーブ5階　大セミナールーム　
　定　員　100名　託児有
　参加費　第8回までの継続参加
　　　　　一般2,000円  学生1,300円
　　　　　単発参加　一般300円  学生200円
　　　　　※いずれもフォーラム賛助会員は無料

お申し込み
お問い合わせ先

（財）アジア女性交流・
研究フォーラム

TEL.093（583）3434
FAX.093（583）5195

日時  2008年7月19日(土) 10：30～16：30
会場  ムーブ 1階交流広場  参加無料  託児有

◆琴生流大正琴福岡県支部コダマ会（白芦会）
　大正琴

◆手話ダンスYou&I北九州　手話ダンス

◆Junko Kids ダンススクール　
　子供のジャズダンス

◆NPO法人障がい者YYくらぶ　歌と踊り

◆タヒチアンダンスチームPOERAVA　
　タヒチアンダンス

◆T.Desir　キッズダンス

◆日本舞踊 裕志朗の会　日本舞踊

◆日本民踊研究会　吉田太鼓（小倉祇園太鼓）

◆ハワイアンフラ  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

◆豊扇流なでしこ会　舞踊、太鼓

◆リフォームアドバイスクラブ　
　ファッションショー

◆ナニフラ スタジオ福岡　
　フラダンス・タヒチアンダンス

★ ★

ドメスティック・バイオレンス
デートDV、ストーカー

あなたとパートナーの
関係は大丈夫？
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2008年7月1日（火）～30日（水） 約130の団体が講演会、コンサート、作品展、
などを行います。

●表示のないものは無料。お問い合わせはそれぞれのお電話番号へ。　●5月11日現在の状況です。都合により変更となる場合があります。

手づくり布の絵本講座
手づくり布のボランティア 長月の会
3日10:00～12:30 ／小セミ
17日10:00～12:30 ／小セミ
材料費1500円
事前申込み090-5029-0412（馬場）

認知症・草の根ネットワーク
9日18:00～21:00 ／ホール
資料代300円
当日参加可（予約人数による）
事前申込みFAXにて963-3075（田代）

ダンス発表会
北九州合同ダンス同好会
6日13:00～16:00 ／ホール
入場料500円／当日参加可

北九州子育ち・
親育ちエンパワメントセンターBee
6日13:30～16:30 ／大セミ
参加費500円／託児料300円
事前申込み884-9819（中村）

遊悠
遊悠（水墨画同好会）
3日13:00～17:00 ／工芸室
17日13:00～17:00 ／工芸室
各自、用具持参のこと
（硯、墨、毛筆、画仙紙）
当日参加可（但し、定員5名になり次第、
会員外は見学のみ）

特定非営利活動法人
女性ヘルプネットワーク
4日10:00～12:00 ／小セミ
資料代300円／託児料300円
当日参加可／（託児の場合
事前申込み541-5805野口）

講演会
シンポジウム
ワークショップ

コンサート
発表会

作品展
体験講座

映画

子育て支援は○○と△△で決まる……?
ハーモニー2004
13日13:30～15:00 ／小セミ
資料代200円／託児料200円／当日参加可

●アート＆グラス工房Ｋ
　エッチンググラスの小物、小さな絵

●あざみ
　未使用ギフト、古着
　◎開催日：13日　

●なごみ工房
　アクセサリー、古布着物、帯

●アトリエ  ムンク
　手づくりアクセサリー、小物
　◎開催日：12日、19日、20日、26日、
　27日　

●& hand made
　手作りした布小物、アクセサリー
　◎開催日：6日

●オアスク
　タイカレー、サラダ、ハーブティー
　◎開催日：12日　　

●おとなりさんネットワーク 「えん」
　手芸品、不用品、手作り菓子等
　◎開催日：8日　

●ガラス工房 Classy Glassy
　バーナーワークという技法で作っ
　たガラス作品の販売（アクセサリー、
　とんぼ玉、季節の小物等）
　◎開催日：13日、23日　

●織姫の館
　手作りマスコット、エプロン、ショール、
　婦人服等
　◎開催日：12日　
　
●北九州友の会
　焼菓子、鍋帽子、布ボール、手さげカ
　バン、エプロン
　◎開催日：12日　　

●くるみの会
　リース、花かご、ブローチ、オーナメ
　ント、布ぞうり
　◎開催日：13日、27日　

●きゃらめる亭
　手作りの和の小物等
　◎開催日：5日、13日、26日　
　
●切り絵工房かみきりむし
　切り絵を用いた小物、小作品
　◎開催日：8日、29日　　

●Kuru×Kuru
　手作り焼菓子（マフィン・パウンドケー
　キ・クッキー等）
　◎開催日：26日　
　
●クレイ＆ビーズ工房
　樹脂粘土を使った花、インテリア小物、
　ビーズのネックレスやリング、小物　

●クローバーズ
　焼菓子（パウンドケーキ、クッキー等）
　◎開催日：19日、26日　
　
●ケーキスポット
　いわしとレモンとごはんのグラタン、
　マーマレード
　◎開催日：26日　
　
●工房すずらん
　布製ぞうり、袋物、ベストスーツ、箸ぶくろ
　◎開催日：13日

▼5月11日現在の状況です。都合により変更となる場合があります。

子どもの安全のために
～体験!!おとなワークショップ～

NHK北九州文化センター「朗読グループ」
5日13:30～15:00／小セミ
当日参加可

日本語の奥深さと朗読の楽しさ

地唄舞 吉村流 ゆきや会
5日12:00～16:30／ホール
当日参加可

第3回 地唄舞 in 北九州＆新舞踊

リフォームアドバイスクラブ
5日9:30～6日16:30
市民ギャラリー・交流広場／当日参加可

リフォームアドバイスクラブ作品展

フラワーサークル ゆうか
5日12:30～20:30 ／企画2
12日12:30～20:30 ／企画2
19日12:30～20:30 ／企画2
26日12:30～20:30 ／企画2
【体験講座・フリーマーケット作品制作】
材料代3000円
事前申込み092-403-3730（御宮知）
5日前までに

フラワーアレンジメントサークル ゆうか

子どもの人権・安全ステーション小倉
6日10:00～12:00 ／グループ1
当日参加可

子どもの人権・
安全ステーションの活動記録展示

家族み～んなが育つ!
プレイセンターに学ぼう!

共同参画実行ネット KIZUNA
6日14:00～16:00 ／小セミ
資料代300円／当日参加可

持続可能な未来社会を考える
～ESDとジェンダー～

むくげの会
6日10:30～14:30／料理室・工芸室
参加費800円
事前申込み651-6460（宇都）

韓国再発見!
～韓国料理を楽しもう～

ソワンヒーリングケア
6日10:30～16:00 ／企画1
9日10:30～19:30 ／企画1
13日10:30～16:00 ／企画1
19日10:30～19:30 ／企画1
27日10:30～16:00 ／企画1
参加費500円／当日参加可
事前申込み090-5700-2437（西川）

ソワンヒーリングケア
「ハンドマッサージ体験」

ムーブフェスタ2008 歌の祭典
8日12:00～16:00 ／ホール
事前申込み922-7067（わんから）

ムーブフェスタ2008 歌の祭典

北九州市 助産師会
【講演会】8日13:00～15:00 ／大セミ
【子育て相談会】8日15:30～16:00／大セミ
予約者のみ／参加費500円
託児料500円
事前申込み473-5695（大野） 
人数の都合により満室の場合は不可

自然保護
（森は植物と動物によって守られる）

北九州現代アート研究会
8日12:00～13日15:00
市民ギャラリー／当日参加可

現代アート
アーティストブックスセミナー
作品研究発表

認知症・草の根ネットワーク設立総会・
記念講演会

北九州市食生活改善推進員協議会
【バイキング】 料理室・工芸室
10日11:30/12:00/12:30/13:00
13:30（全5回）／参加費500円
【ビデオ視聴・運動実技】 フィットネスルーム
午前の部11:00～  午後の部13:00～
参加費無料／当日参加可（30名以内）
事前申込み582-2018（山並）

七夕ヘルシーバイキング＆
簡単ダンベルストレッチ体操

世界平和女性連合 福岡北連合会
10日13:30～15:00 ／小セミ
参加費500円／託児料100円
当日参加可

自己抑制教育 講演会

あもーる
11日19:00～21:00 ／ホール
入場料1500円／託児料500円
当日参加可
事前申込み090-1871-3803（金子）

癒しのライアーコンサート

北九州親業の会
11日10:00～15:30 ／小セミ
参加費500円／託児料200円
当日参加可／託児の場合要事前申込み
090-5731-5765（寺岡）

『大事な人と 心 かよわすために』

ネパール山村児童への学資支援
Our Asian Study Circle（OASC）
12日9:30～16:30 ／料理室・工芸室
参加費500円／当日参加可

パーソナルカラー診断
久米 しのぶ
12日11:00～16:00 ／企画1
当日参加可
事前申込み090-4348-4548（久米）

お父さんも地域に参加しようよ! 
第6回北九州「おやじ」サミット
NPO法人 男女・子育て環境改善研究所
12日14:00～17:00 ／交流広場
資料代500円／当日参加可
事前申込み092-761-4346（冨山）

赤ちゃんと楽しくおでかけ 
～パパのためのスリング講座～
エンジョイ子育て実行委員会
午前の部12日10:00～12:00 ／和室
午後の部12日13:30～15:30 ／和室
参加費大人500円、夫婦ペア800円（子ども無料）
当日参加可
事前申込み（定員各10組まで）
070-5413-3043（岩崎）

歌おう!地球のいのち ～北九州の詩人 
みずかみかずよと歌うウクレレわらべうた
にしむらなおとコンサート
北九州インタープリテーション研究会
12日14:00～15:30 ／小セミ
参加費300円／当日参加可

「第7回 子どもの性と命を考える会」
子どもの性と命の教育コミッティ /CESA
12日10:00～12:30 ／小セミ／当日参加可

暮らしに活かすフラワーアレンジメント
専心池坊 フラワーアレンジメント英国調
【作品展】12日10:00～13日15:30 ／交流広場
【公開体験講座】29日17:30～20:30 ／企画1
29日のみ、事前申込み617-2733
090-7465-7351（西本）／当日参加可（見学のみ）
29日のみ、花材費1800円、受講料無料

日本舞踊つどいの会
小倉南日本舞踊協会
12日13:00～15:00 ／ホール
当日参加可

「おんなの軌跡  北九州」を聴く
～お話と朗読～
「おんなの軌跡北九州を楽しむ会」（女性史の会）
13日10:30～12:00 ／小セミ
参加費200円／託児有り無料／当日参加可

働く女性の地位向上をめざして
“歌って楽しく!エンパワーメント”
BPW北九州クラブ
13日13:30～16:00 ／ホール
無料整理券配布／当日参加可

市民
企画事業

フリー
マーケット
♪ ♪1階交流広場

託児
あり

託児
あり

託児
あり

託児
あり

託児
あり

ドキュメンタリー映画 「bloom」＆ミニトーク
グループ風車
（平成11年度北九州市女性リーダー国内研修生）
13日14:00～16:00 ／大セミ
参加費500円／当日参加可
事前申込み090-9407-7329（久米村）

託児
あり

託児
あり

ふくし劇団こくら南プチボ
10日13:00～15:00 ／ホール
当日参加可

いのちをつなげる地域福祉活動

NPO法人GGPジェンダー・地球市民企画
11日14:00～16:30 ／大セミ
資料代500円（会員は無料）
託児料300円／当日参加可

「DVの解決をめざして～非暴力への道～」

あもーる
10日10:00～21:00 ／企画1
17日10:00～21:00 ／企画1
20日10:00～16:00 ／企画1
参加費1500円／当日参加可
事前申込み080-1769-9794（金子）

自分探しのワーク 
（カラー・クリスタルを通して）

託児
あり

託児
あり

託児
あり

6日（日）

5日（土）

4日（金）

3日（木）

8日（火）

北九州子ども劇場
9日10:30～15:00 ／大セミ
参加費600円／託児料300円
事前申込み884-3834（松本）

第14回 子ども文化セミナー
9日（水）

10日（木）

12日（土）

13日（日）

11日（金）



M O V E  F E S T A  2 0 0 8

5ムービング No53.2008.6　北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”

ゴスペルクワイヤ Angelic Shout!
19日18:00～20:00 ／ホール
入場料（大人前売1500円/当日1800円、
高校生以下前売1000円/当日1300円）
就学前の幼児は保護者膝上の場合、無料
事前申込み（前売り、但し当日可）
090-8355-5274（宮田）
angelicshout_k_ref@yahoo.co.jp

メープルリーフの会
26日10:00～12:30 ／小セミ
当日参加可
事前申込み090-1970-8446（岡本）

●コンフー
　アクセサリー、手作り雑貨
　◎開催日：19日、27日　

●しらゆり会ハミングバーズ
　日用品、現地作品等
　◎開催日：19日

●スイーツセラピー ベジ×フル
　お菓子、クッキー等
　◎開催日：5日、23日　
　
●手作り工房  ありがとう
　カントリー系の雑貨、小型のテーブ
　ル、イス等、バレッタやペンダント等
　の木工クラフト
　◎開催日：1日、8日　

●手づくりはうす BeBe
　手づくりの洋服、アレンジフラワー
　◎開催日：3日、8日、15日 　

●天然石アクセサリーとトンボ玉
　鉱物、化石の工芸品やアクセサリー、
　トンボ玉
　◎開催日：1日、2日、3日、4日、8日、
　10日、11日、13日、15日、18日、19
　日、20日、23日、26日、27日、29日、
　30日　

●人形服もも
　着せ替え人形の服、袋もの、髪飾り、
　子供服等
　◎開催日：3日、5日、15日、20日、23
　日、26日、27日、30日　

●布花
　洋服、小物、帽子、バッグ、袋、ネック
　レス、ブローチ、髪飾り
　（全て着物で作った手作り品）
　◎開催日：1日、2日、3日、4日、6日、
　8日、10日、11日、13日、15日、18日、
　20日、23日、26日、27日、29日、30日

第13回映画と女性
『それでも生きる子供たちへ』上映会
北九州映画サークル協議会
第1回15日14:00～16:10 ／ホール
第2回15日18:40～20:50 ／ホール
前売900円、当日1000円／当日参加可

こんな時あなたならどうする
 「知って得する何でも相談」
小倉北アカデミー
16日13:30～15:30 ／小セミ
当日参加可

ゴスペルライブ2008 夏

特定非営利活動法人 Venus One
19日13:00～16:00 ／小セミ
参加費500円／当日参加可
事前申込み533-5008（古賀）

経済的自立をめざす女性のための
ワークショップ 
～ムーブ女性起業家支援塾で学んで～

ガイアプラン21
①【小学生向け森と動物環境教育】
19日14:00～15:00 ／大セミ
②【学生・一般向けセミナー】
19日15:00～17:30 ／大セミ
託児料500円／当日参加可

室谷悠子・スライド講演＆セミナー 
『子供たちの未来へ希望の種の蒔き方』

シャンテ・フルフル
20日13:30～16:00 ／ホール
当日参加可

シャンテ・フルフル   シャンソンコンサート

ムーブな仲間たち
23日14:00～15:30 ／ホール
参加費800円／当日参加可

音楽にのせてムーブな仲間たち

高校生ボランティアサークルのばら
20日9:30～22日17:00 ／交流広場
当日参加可

歌詩展
～音楽にのせて届ける詩（メッセージ）～

チャイルドライン北九州
20日13:00～16:30 ／大セミ
資料代500円／託児料300円
当日参加可

子どもたちはいま… 
～子どもの「声」を理解するということ

福岡認可外保育施設連盟 北九州ブロック
【午前の部】20日10:00～12:00／料理室
【午後の部】20日13:00～16:30／小セミ
参加費500円／当日参加可
事前申込み522-0275（関根）

命の大切さを学ぶ子育てセミナー

べびーず・りんぐ
23日13:00～14:30 ／大セミ
参加費1家族1000円／当日参加可
事前申込み（定員50組）
070-5413-5055（山下）
babies-ring@pdx.ne.jp

デンタルパッチアダムス
Dr.おおきのわっはっ歯～のお話し
（子どもの歯を守ろう）

西南女学院中・高等学校 書道展
西南女学院中・高等学校 書道部
23日11:00～27日17:00／交流広場
当日参加可

朗読発表会 音読に愛をこめて…
朗読ボランティア「よもぎ会」
24日13:30～16:00／小セミ
当日参加可

講演会「国連女性会議・ことば・
日本女性の動き」
北九州市女性団体連絡会議
24日13:30～15:30／大セミ
当日参加可

カラオケ喫茶・客楽我歌
カラオケ歌仲間
26日10:00～17:30 ／ホール
参加費1000円、入場無料／当日参加可
事前申込み571-5084（上杉）

おやこの食育教室
食事サービス in 北九州実行委員会
26日10:00～13:00 ／料理室・工芸室
参加条件/親子／参加費500円
当日参加可
事前申込み581-8156（藤本）

子どもミュージカル体験講座
劇団パワーキッズ
26日13:00～16:00 ／フィットネス
当日参加可
参加条件/5～17歳の子どもとその保護者

男女共同参画政策の現状とこれから
～国と地方自治体～
北京JAC九州
26日14:00～16:00 ／小セミ
資料代200円／当日参加可

メールチェックはDVか?

NPO法人こころの声を伝えよう
実行委員会（Angel）
27日14:00～15:10 ／交流広場
当日参加可

声の紙芝居2008 「ひろがる・こころの旅」

北九州落語共同組合（キタQらっきょ）
27日13:00～15:00 ／大セミ
当日参加可（観覧者）
出演者は事前申込み080-3971-3263（菅）

大小落語会

日本自閉症協会 福岡県支部
北九州市親の会
27日13:30～16:00 ／ホール
入場料500円（ただし各種障害手帳保
持者および介助者2名までは無料）
当日参加可

チャリティジャズコンサート
～発達障害の理解のために～

ふくおか県「翼の会」北九州ブロック
1部 27日13:30～15:30 ／小セミ
2部 27日15:30～16:00 ／小セミ
当日参加可

「Voiceトレーニングで健康づくり」&
「大型絵本を愉しむ」

蘭の会
【講演会およびワークショップ】（食事有り）
27日10:00～16:00 ／和室・料理室
参加費500円／当日参加可

「バングラデシュの現実を語る」 
～ベンガルカレー 食べましょう～

北九州子育て支援と子ども文化ネット
ワーク
29日18:00～20:45 ／小セミ
資料代300円／託児料300円
当日参加可

気になる子どもと保護者の居場所づくり

子育て支援ネットワーク MOJI
29日18:30～20:30 ／ホール
入場料 大人前売1000円/当日1500円、
中学生まで前売・当日500円、
託児料300円／当日参加可

和コンサート ～平和への祈り～

●寧音 ～ nene～
　綺麗な半貴石アクセサリー、天然石の
　創作リング
　◎開催日：6日、8日、13日、23日

●はぁとねっと八幡東
　焼菓子（クッキー、マドレーヌ他）、ア
　クリルタワシ、アロエ化粧水、ビーズ
　アクセサリー　◎開催日：6日、8日、
　10日、17日、20日、23日、30日

●夢本舗
　牛乳パックや画材の廃材を利用した小物
　◎開催日：5日、8日、10日、17日、20
　日、23日、30日　

●バスケタリー綾
　藤やかずらの自然素材で編んだバッグ
　アクセサリー、銀線で編んだアクセサ
　リー等、全て手作りのオリジナル作品
　◎開催日：3日、5日、8日、13日　

●フラワーサークルゆうか
　プリザーブドフラワーアレンジメント
　◎開催日：26日
　
●free ripples
　手づくりビーズアクセサリー
　◎開催日：19日　

●リボン
　ミニチュア粘土小物、コットンクラ
　フト（手さげ、ポーチ等）、不用品
　◎開催日：1日、3日、5日、8日、10日、
　15日、17日、23日、26日　

●私の手作り
　手作り品
　◎開催日：23日　

●折りづる会 民芸ふる里
　巾着袋、根つけ鈴等
　◎開催日：3日、6日、9日、10日、11
　日、12日、20日、26日、30日

託児
あり

託児
あり

託児
あり

託児
あり

託児
あり

託児
あり

北九州市男女共同参画地域推進員の会
29日13:30～15:30 ／大セミ
当日参加可

女も男も…メタボにならないシニアライフ

能楽愛好者を広める有志の会
29日10:30～12:30 ／ホール
当日参加可

たのしい能と狂言

20日（日）

23日（水）

24日（木）

「民話の世界へようこそ」
読み聞かせボランティアグループ
「おはなしポケット」
25日13:30～15:30／小セミ
当日参加可

北婦研公開講座 
“女性のエンパワメント、未来へ向けて”
北九州婦人教育研究会
25日13:30～15:30 ／大セミ
当日参加可
参加条件/北婦研会員および関係団体
事前申込み651-8269（倉光）

第29回 映画「チベットの女  イシの生涯」
上映とバザーの集い
高齢社会をよくする北九州女性の会
【映画】 ホール
25日10:30～/14:00～/18:30～
参加費 大人前売1000円/当日1500円、
高大学生前売700円/当日1000円、
小中学生前売500円/当日700円
【バザー】 交流広場
25日10:30～17:00
託児料300円（要予約）
事前申込み583-7604（事務局）

25日（金）

26日（土） 29日（火）

トゥルースペース ダンスステージ
30日11:00～16:00 ／ホール
入場料300円／当日参加可

トゥルースペース ダンスステージ

北九州市同和教育研究協議会
30日13:30～16:00 ／大セミ
資料代500円／当日参加可

絵本と子育てのおいしい関係

30日（水）

27日（日）

平家物語朗誦・ワークショップ
プロジェクト・海・in・北九州
16日14:00～16:00 ／大セミ
当日参加可

16日（水）

音でつづる「北九州文学散歩」
加藤さとるcaraの会（音楽友達）
17日18:00～19:30 ／ホール
参加費1000円／当日参加可
事前申込み083-256-6068（加藤）

17日（木）

拡げよう!健康体力づくりの輪
北九州市健康づくり推進員の会
18日10:00～12:00 ／大セミ
当日参加可

ハートに効く美タミン講座 
「ママセラピー」カフェ
ママセラピー
18日14:00～16:00 ／企画1
参加費500円／託児料1000円
事前申込み591-5079（本山）

朗読の発表会（日頃の練習成果の発表）
朗読ボランティア葉月A・B
18日13:00～16:00 ／小セミ
当日参加可

18日（金）

親子料理講座
クローバーズ
1部（おやつ編）19日14:00～16:00
2部（食事編）  19日17:00～19:00
料理室・工芸室／参加費1人あたり各500円
事前申込み090-9418-8998（今古賀）

19日（土）
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市長賞

KITAKYUSHU CITY WORK-LIFE BLANCE AWARD

　少子高齢社会において、子どもを産み育て、男女が共に
働く喜びを感じることができる社会環境の実現は、企業
と行政が協働して取り組むべき重要な課題です。そこで、
子育て支援や男女が共に働きやすい環境づくりに取り組
む企業・団体等（個人を含む）を表彰し、その取り組みを広
く市民の皆様にお知らせするものです。

　第1回の受賞者は、市長賞5企業、奨励賞1団体、ベスト
ボス賞（個人部門）の市長賞1名、奨励賞1名で、表彰式が
平成20年3月29日（土）に北九州市立男女共同参画セン
ターのホールで行われました。
　また、表彰式にあわせて、片山
善博氏（慶應義塾大学大学院教授）
が「地域の自立と男女共同参画」に
ついて基調講演を、また、「仕事と
生活の調和」について、パネリスト
に片山善博氏（慶應義塾大学大学
院教授）、西村韶道氏（TOTO株式
会社取締役副社長）、芳野元氏（医
療法人寿芳会芳野病院院長）麻田

医療法人財団 はまゆう会王子病院 院長  田中 孝夫

表彰
理由

千穗子氏（北九州市副市長）、コーディネーター吉崎邦子
（北九州市立男女共同参画センター所長）によるシンポジ
ウムが開催されました。
　シンポジウムでは、4人のパネリストの方々に、それぞ
れの立場からワーク・ライフ・バランスについての実践報
告を生き生きと語っていただきました。
　その内容は、1点目、ワーク・ライフ・バランスは男性問
題である。社会背景としては日本が少子高齢社会を迎え
ていることから、今後優秀な人材を確保するうえで、ワー
ク・ライフ・バランスを実行する必要性に迫られている。
2点目、トップが変わらないと職場は変わらない。トップ
の意識は大事である。3点目、職場でワーク・ライフ・バラ
ンスを実践することはコスト高にならない。むしろ明日
への投資であり、そして労働生産性は上がる。4点目、ワー
ク・ライフ・バランスを実践することは、女性と男性が仕
事に、家庭に、地域に、そして自己研鑽も含め、対等な形で
責任を持って参画することになるから、ワーク・ライフ・
バランスは男女共同参画社会の形成の切り札になる。
　以上のよう
にまとめてい
ただきました。
最後に、「これ
まで男女共同
参画社会とい
うのはずっと
言われていたけれども、それは言わば概念的にとらえら
れがちだった。2008年はワーク・ライフ・バランスとい
う切り札を持ったことで、非常に画期的な年になるので
はないか」というコメントが印象的でした。

表彰された企業・団体

　小学校4年生までの子どもを持つ職員は、1日7.5時間の実働時間から30分単位で勤務時間を
短縮できる制度を取り入れ、実際に11名の利用者がいます。また、福利厚生施設を充実し、地域に
開放することも予定しており、今後の発展にも期待できます。

市長賞
株式会社 グリーム 代表取締役  谷 道雄

表彰
理由

　社員が働きやすい職場環境を整える取り組みをしていないと生き残れないと社長自身が考え、
積極的に働きやすい環境づくりを進めています。小規模事業所ながら、独自に育児室を持ち、会社
がベビーシッターを雇用するなどの取り組みは、他の会社の子育て支援の取り組みのモデルにな
ります。社員には大型連休の取得を積極的に奨励するなど、有給休暇の取得促進にも取り組んで
います。

かたやま  

にしむら　あきみち

よしの　はじめ

あさだ

よしざき　  くにこ

よしひろ

ちほこ
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ベストボス賞に表彰された個人

市長賞
社会福祉法人南風会 ヘルシーハイム 理事長  山村 裕恵

表彰
理由

　理事長と職員が面談できる仕組みがあり、その中で職員からの提案により、育児やスキルアッ
プのための取得など短時間労働制度の弾力的運用（4時間労働など）を行っています。また、セク
シュアル・ハラスメント防止のために社会保険労務士を招聘して、毎年個別面接を行うなど、働き
やすい職場作りに力を入れています。

市長賞
株式会社 三井ハイテック 代表取締役社長  坂上 隆紀

表彰
理由

　子どもが増えるごとに育児休業期間の延長や家族手当を加算する仕組み、休業期間中でも定期
昇給を行っているなど制度が充実しています。メモリアル休暇等（誕生日や結婚記念日など）につ
いても、必ず取得できるように、人事担当と所属長が配慮する仕組みもできています。また、女性
の職域拡大や積極的登用など職場における男女共同参画を推進しています。

市長賞
医療法人 寿芳会 芳野病院 院長  芳野 元

表彰
理由

　平成17年度に第1回子育てしやすい環境づくりを進める企業・団体等表彰及び男女協働実践企
業表彰を受賞しました。その後も連続休暇取得を奨励したり、ノー残業デーを実施しやすいよう制
度を充実させています。また、平成19年10月に男性職員が育児休業を取得したことで、北九州市内
で初めて福岡労働局から次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受けました。これは、職員数
300人以下の企業では県内初の認定です。

北九州商工会議所 女性会 会長  深町 宏子

表彰
理由

　商工会議所女性会が子育てに関する調査・研究について取り組むのは全国的に見ても珍しく、
女性経営者の視点から女性が働きやすい社会環境づくりに関して検討がなされており、今後の北
九州市の子育て支援策を実施していく際に参考となります。これを機会に次のステップとなる実
践的な取り組みを期待して奨励賞としました。

市長賞
高橋 素子 三萩野病院　看護部長

表彰
理由

　管理者としての資質や創造的に組織を発展させる能力などが要件となっている認定看護管理者
の資格を、平成15年に北九州市で初めて取得しました。また、約130万人の看護職を束ねる日本看
護協会で業務委員として看護業務基準づくりにも携わるなど、常に前向きな姿勢が多くの方から
支持されています。職員に仕事に対する意欲を持ってもらうため、様々な資格取得を奨励、バック
アップするなど、働きやすい職場づくりの確立に向け尽力しています。

緒方 有為子 福祉用具プラザ北九州　主任相談員

表彰
理由

　長年にわたって保健師として介護保険制度の導入、高齢者の認知症改善、高齢者の虐待防止等
高齢者福祉において常に新しい分野へのチャレンジとバイタリティあふれる活動を行っている
高齢者福祉分野における先達的存在です。一方（社）福岡県看護協会保健師職能理事として保健師
の地位向上、職能レベルアップ等に取り組むなど保健師の課題解決に向けて尽力されています。
現在北九州市が全国に先駆けて設置した高齢者の排泄ケア相談窓口の主任相談員（専門相談）と
しても活躍されていることなど、これまでの活動全般に対し奨励賞としました。

＊北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰は、「男女協働実践企業表彰」（主催 男女協働のための北九州企業懇話会、北九州市立男女共同参画セン
ター“ムーブ”）と「子育てしやすい環境づくりを進める企業・団体等表彰」（主催 北九州市）の2つの表彰制度を統合して創設されたものです。

たかはし　　 もとこ

おがた　　　　ういこ

奨励賞

奨励賞
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　今回はワーク・ライフ・バランスを企業の社会的責
任（CSR）という観点から考えてみよう。まずは次の
たとえ話からはじめたい。
　植林をしない林業者と植林をする林業者が、自由市
場で競争をしたとする。これは必ず植林をしない林業
者が勝つ。当然だろう、相手が植林をしている間も伐
採を続けられるので、樹一本にかかる工賃を安くでき
るからだ。しかし「市場原理」に任せてこれを放置すれ
ば、30年ほどで日本中の山はハゲ山になり、私たちは
保水力を失った山林からの大水害、というかたちで、
30年間植林のコストを払ってこなかったことのツケ
を一度に払わされる。実は私たちは、植林をする林業
者の高い樹を一本一本買うことで、30年後の大水害を
防ぐ費用を積み立てていたのである。これは環境問題
のイロハだ。高くても環境に優しい商品を買っていか
なければ、環境は守れない。
　しかし今日は環境問題がテーマではない。ここで、
植林をしない林業者を「男性労働者」、植林をする林業
者を「女性労働者」、植林を「子育て」、と置き換えてみ
よう。なぜ企業が男ばかりを深夜まで働かせ続けるか
がわかる。男たちは、あたかも背後に子どもや要介護
老人はいないかのごとく働く。女たちは、育児休業を
取り、復帰しても短時間勤務をし、さらに子どもが風
邪のときには早退する。「植林のコスト」は女性労働者
の肩にのみ加算されているように、企業からは見える
のだ。一方「植林をしない」男たちを雇い続けることで、
企業は実は、次世代の育成に必要な植林のコストを、
応分に負担していないことになる。
　植林のコストが支払われていないのだから、日本中
がハゲ山化する。これが少子化である。労働力を安く
使おうという一企業の「合理的」選択が累積すること
で、社会全体の再生産が危機に瀕するという巨大な
「不合理」が生み出されているのである。
　この問題の解決のためには、男が家庭を顧みる時間
を増やすことは不可欠だ。30代後半の家事関連時間
が女性4時間57分、  男性40分 （社会生活基本調査
2006年）というのは、もはや社会的に問題にせざるを
得ない水準だろう。もちろん家事をしない男性をブタ

箱に入れろと言いたいのではない。今のままでは企
業は男性労働力を購入することで、植林のコストを
回避できてしまう。男を雇っても女を雇っても、正社
員だろうとパートだろうと、「労働力」という商品を
消費する限り、植林のコストはついて回る。そう企業
が認識しない限り、日本のハゲ山化は食い止められ
ないのだ。
　だからこそ育児休業は、単に伸ばすのではなく、男
性にしかとれない期間で伸ばす必要がある。「夫の産
休」も制度化しよう。家族の誕生と死以上の大事件な
んて、人生にそうそうあるものではない。だとしたら
忌引きと同程度には、「夫の産休」も社会的に認知さ
れるべきではないだろうか。「女が家庭に帰ればい
い」と言う人もいるかも知れないが、仕事をしていな
い女性の潜在的な就業希望率は今でも高い。仕事と
「植林」の両立は不可欠なのだ。　
　「だがこのグローバル化の時代に、企業にとって労
務管理コストの圧縮は至上課題だ」。なるほど。それ
なら日本を捨てて海外に労働市場を求める以外にな
いだろう。厳しくなった環境規制を避けて、公害輸出
で国外に出た企業とやっていることは同じである。
労働力を単なる部品としか考えず、そのコストを限
界まで切り詰めることができると見る発想からは、
人間的な生活を保障する社会を構想することはでき
ない。企業は労働力の大口の消費者であり、大量に消
費するが故の社会的責任というものが生じる。企業
が労働力の再生産を無視したような働き方を当然視
すれば、ゆとりのある生活どころか、社会の存続自体
が危うくなるのだ。
　他ならぬ男たちが、ワーク・ライフ・バランスの改
善を求めて声を上げることが、変化への第一歩にな
るだろう。これは決して男の負担を増やす提案では
ない。経済的な負担を少し女性にシェアしてもらい、
その代わりに、子どもの成長を見守り、家族と時間を
共有することができる。残業代をけちって名ばかり
の「管理職」を作るようなハンバーガーチェーンには、
その発想の持つ犯罪性を思い知ってもらわなければ
ならない。

企業の社会的責任としてのワーク・ライフ・バランス

p r o f i l e
瀬地山  角 東京大学大学院総合文化研究科

ムービング No53.2008.6　北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”

1963年生まれ、奈良県出身。
東京大学教養学部卒業、同大学院博士課程修了、学術博士。
韓国ソウル大学留学、北海道大学文学部助手を経て1994年より東京
大学准教授。専門はジェンダー論。
著書に『東アジアの家父長制』、『お笑いジェンダー論』（いずれも
勁草書房）など。

せちやま　　　  かく

ワーク・ライフ・バランス
テーマ

◆ 誌上講座 ◆ 第2回
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本の紹介

題　　　　 ★ポーポキ、平和って、なに色？
著者/訳者名★ロニー・アレキサンダー／文・絵
出版社名　 ★エピック 
発行年月　 ★2007年05月　（児童書）

題　　　★デパ地下☆ガール
著者　　★末永 直海
出版社名★世界文化社
発行年月★2007年12月（913/ス）

猫のポーポキの
目から見た自然とは？
戦争とは？差別とは？
考えさせられる絵本。
暖かい色合いで、

日本語と英語の両方で読めます。
親子で読んで頂きたい

一冊です。

作者は北九州市出身。
主人公りさこは、

デパート勤務でエレベーターガール。
実は・・・秘密の素性有。

ユニークな彼女の隠された
才能が開花する時…。

読み終わった後スイーツが
食べたくなる楽しい

一冊です。

図 書 室 の ご 紹 介

●児童コーナー
　机とイスを置いていますので、
　親子でリラックスして閲覧出来ます。

●ヤングアダルトコーナー
　中学生以上を対象としていますが、
　大人も子どもも十分楽しめる本が多数あります。

◆開室時間
　火～土曜日　9時から19時まで貸出可で、
　　　　　　　19時から21時30分は閲覧のみ
　日曜日　　　9時から17時まで

◆休室日
　月曜日、祝日
　館内整理日（原則として毎月月末の木曜日）

　＊ 「男女共同参画マンガコンクール」応募要領 ＊
１．募集内容

　男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、
性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮すること
ができる男女共同参画社会の実現のために、さまざまな角
度から捉えた男女共同参画社会をテーマにした1～4コマの
マンガ作品を募集します。
　例えば次のような内容を表現したもの。
＊ 女性の政策・方針決定過程への参画が進み、多様な人材が
　 活躍できる。
＊ 家族を構成する個人がお互いに尊重しあい協力し合う。
＊ 男女が主体的に地域活動やボランティア活動等に参画する。
＊ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）について
　ワーク・ライフ・バランスとは「老若男女誰もが、仕事、家庭
生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動について、
自ら希望するバランスで展開できる状態である。」

５．応募方法
　作品の裏面に郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、
電話番号を記入してください。また、作品のタイトルも書き
添え、郵送または持参してください。応募作品は返却しません。

７．表彰

・ 最優秀賞　１点　　  100,000円
・ 優秀賞　　２点　　各50,000円
・ 佳作　　　若干名　各20,000円
表彰式  平成20年10月26日（日） ムーブで表彰します。

８．審査委員
審査委員長　  文月今日子　 （マンガ家）
審査委員（1）　うえやまとち （マンガ家）
審査委員（2）　倉田真由美　 （マンガ家）
審査委員（3）　吉崎邦子（北九州市立男女共同参画センター所長）

９．作品の活用
　入選作品の所有権、使用権、著作権などは主催者である北九州市立
男女共同参画センターに帰属します。入選作品については当セン
ターが管理し、男女共同参画センター等の事業においてポスター、ち
らし、情報誌、ホームページ、パネルなど随時掲載・活用。

６．入選発表　　

平成20年10月21日（火）　ご本人に直接通知致します。

２．応募資格

どなたでも（プロ、アマ、国籍、性別、年齢を問わない）

３．募集期間

平成20年7月1日（火）～平成20年9月30日（火）

４．応募規定

①自作で未発表のもの（複数出品可）
②大きさはA4サイズ
③手法は自由（絵の具、カラーマジック、ペン、パソコン等）
④色は自由（白黒、カラー）

●問い合わせ・申込み先●
北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”情報課

　TEL/ FAX　093-583-5082
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　（財）アジア女性交流・研究フォーラム（KFAW）では、国際協力や国際理解、時事問題など、幅広い内容で最新の知識を
提供し、国際社会への理解を深めるとともに、国際的視野をもつ人材の育成を目指して毎年セミナーを開催しています。
　これまでに私たちのまち北九州市の女性たちは、ニューヨークで開催される国連女性の地位委員会や、北京で開催さ
れた第4回世界女性会議、ヨハネスブルクサミットの際にもジェンダーの視点を持ったワークショップを行ってきまし
た。このような熱意と行動力を持った人材を１人でも多く育てたいとの思いから、今年度のKFAWカレッジは、国際的
な視点とジェンダーの視点を持ったワークショップを行うことのできる人材の育成をテーマに、開催することになり
ました。

　受講料は、第2回から第8回までの全7回通しで、一般2,000円、学生1,300円、賛助会員無料です。第2回と第3回は
単発での参加も可能です。（単発で参加する場合の受講料は１回あたり一般300円、学生200円、賛助会員無料です）
　英語やフランス語で教育を意味する言葉の語源が、ラテン語の「導く」にあたる言葉であることから、しばしば「教育
とは人の持つ能力が引き出されるように導くことである」と定義されます。今さまざまな学びの場で、知識伝達型の講
義形式の学びを見直し、学習者同士がお互いに対話し、参加し、行動することを通して学習を進めることが重視されて
います。その際に重要な役割を担うのが、ワークショップを行うことのできる人材、つまりはファシリテーターです。
あなたも今年のKFAWカレッジに参加して、ファシリテーターとしての技能を身につけてみませんか？

KFAWカレッジプログラム

このページに関する
お問い合わせは
KFAWまでどうぞ

〒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

TEL093-583-3434　FAX093-583-5195
E-mail kfaw@kfaw.or.jp　http://www.kfaw.or.jp

KFAWカレッジに参加してみませんか？KFAWカレッジに参加してみませんか？
（財）アジア女性交流・研究フォーラム（KFAW）からのお知らせ

回

1

日　時 目　的 講　師 内　容
4月26日（土）
13：00～14：30

国際会議参加者の声を聞く KFAW理事長
吉崎邦子

第52回国連女性の地位委員会参加者に
よる国際会議の報告

2 6月28日（土）
13：00～14：30

国際社会の問題を知る① 神戸大学大学院教授
ロニー・アレキサンダー

武力紛争に伴うジェンダー・バイオレン
スやHIV/AIDS、セックスワークなどの問
題についての講義

3 7月26日（土）
13：00～14：30

国際社会の問題を知る② 立教大学教授
竹中千春

ジェンダーの観点から、これまで国際関
係論で自明視されてきたことを問い直
す講義

4 8月30日（土）
13：00～15：30

ワークショップを体験する

エデュケーショナル・
サポート・センター

ジェンダーの視点を持ったワークショッ
プの体験

5 9月27日（土）
13：00～15：30

ワークショップを作る①
国際的な視点とジェンダーの視点を持っ
た食に関するワークショップの作成

6 10月4日（土）
13：00～15：30

ワークショップを作る②

7 11月15日（土）
15：00～17：00

ワークショップを行う 作成したワークショップの実施

8 11月29日（土）
13：00～15：30

ワークショップを振り返る 実施したワークショップの振り返り

終　了

（財）アジア女性交流・研究フォーラムのウェブサイトが生まれ変わりました！

（財）アジア女性交流・研究フォーラムのウェブサイトが、生まれ変
わりました。資料室のコーナーを設けたり、活動報告を分野別に分
けたりするなど今までより使いやすいものになっています。

アドレスは、  http://www.kfaw.or.jp   でこれまでと変更ありま
せん。是非、アクセスしてみてください。
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　北九州市では、配偶者等（配偶者だけでなく内縁関係やパートナーなど親密な関係にある人、あった人を含みます）
からの暴力に関する相談や、暴力を受けた被害者の自立支援に向けた情報提供を行うため、北九州市配偶者暴力相談
支援センターを設置しています。

　配偶者等からの暴力は、家庭内における個人的問題として潜在化しがちですが、被害者に不安と恐怖を与え従属的
な立場に追い込むなど、人権を侵害するものであり、決して許されるものではありません。暴力は、殴る、蹴るなどの
身体に及ぼすものだけでなく、怒鳴る、脅す、監視するといった行為も（精神的）暴力に該当します。ひとりで悩まずに、
まずはご相談ください。

男女共同参画推進部からのお知らせ

ひとりで悩まないで！　まずは電話で相談を！ひとりで悩まないで！　まずは電話で相談を！ひとりで悩まないで！　まずは電話で相談を！

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/

◆おどろくほど仕事が楽しくなるコーチング

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二丁目6番6号
TEL 093-661-1122  FAX 093-661-2714
http://www.k-palace.com/yahata/

日　時　平成20年6月21日、7月5日（土）13:30～16:30
講　師　本山 晴子 氏 （プロフェッショナルコーチ）
対　象　北九州市内在住または在勤の方（学生は除く）
定　員　20人
受講料　無料
教材費　500円
託　児　あり（1歳以上就学前まで）申込時にご相談下さい。
申込み　好評受付中。

◆フードコーディネーター３級対策講座

日　時　平成20年7月20日～10月12日（日）10:00～12:00
　　　　（7月27日、8月17日、9月21日は休講） 全10回
講　師　北村 真知子 氏 （フードコーディネーター）
対　象　北九州市内在住または在勤の方（学生は除く）
定　員　16人
受講料　無料
教材費　16,000円（検定料込み）
託　児　あり（1歳以上就学前まで）申込時にご相談下さい。
申込み　6月17日（火）午前9時から電話または来館で受付けます。

就職支援事業

就職支援事業

就職支援事業

男女共同参画支援事業

◆医療事務医科３級検定対策講座

日　時　平成20年6月17日(火)～10月9日(木)
　　　　毎週火・木曜日（全30回）　18：30～20：30
講　師　福山医療事務サービス グループ代表  福山 美佐子 氏
対　象　北九州市内在住または在勤の方（学生は除く）
定　員　20名
受講料　12,000円・教材費9,300円
託　児　あり（1歳以上就学前まで）申込時にご相談下さい。
申込み　好評受付中。

就職支援、スキルアップを目的とし、医療事務医科３級の資格取得を
目指します。

◆心理学講座｢自己との交流・他者との交流｣

日　時　平成20年6月27日(金)～7月11日（金）　全3回
　　　　18：30～20：00
講　師　九州国際大学 法学部准教授  大倉 得史 氏
対　象　北九州市内在住または在勤の方
定　員　20名（先着順）
受講料　無料・教材費200円
託　児　あり（1歳以上就学前まで）申込時にご相談下さい。
申込み　6月4日（水）午前9時から電話または来館で受付けます。

さまざまな視点から自己や他者との交流をはかっていきます。

コーチングでやる気をひき出し、仕事のモチベーションを高めます。

メニュー開発やコーディネートなど、食のトータルプロデュースを学びます。

◆受付時間
　火曜日～金曜日　午前10時から午後8時まで
　土曜日・日曜日　午前10時から午後5時まで
　（月曜日、祝日、年末年始などは休み）

北九州市配偶者暴力相談支援センター北九州市配偶者暴力相談支援センター北九州市配偶者暴力相談支援センター
電話番号　５９１－１１２６電話番号　５９１－１１２６電話番号　５９１－１１２６
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〒803-0814 北九州市小倉北区大手町11番4号
TEL.093-583-3939  FAX.093-583-5107

アクセス●JR西小倉駅より徒歩　約15分
　　　　●西鉄バス→「九州厚生年金会館・ムーブ前」下車
　　　　　小倉駅バスセンター 小倉都心100円周遊バス

　　　　　小倉駅前

　　　　●北九州都市高速  勝山ランプ・大手町ランプ出口より約3分

ホームページアドレス ◆ http://www.kitakyu-move.jp
E-mail ◆ move@move-kitakyu.jp
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　いよいよ今年もムーブフェスタのシーズン到
来です。
　今年のテーマは「自分の人生、いろんな色で描
いてみようよ。～次世代へつなぐ男女共同参画へ
のムーブメント」、7月1日から30日まで開催さ
れます。

　みなさまのご来場を心よりお待ち致しております。
　まだ一度もお見えになられたことがない方もぜひ、
足を運んでみてはいかがでしょう。
　今回はムーブの図書室の紹介もさせて頂きました。
ヤングアダルトコーナーには大人も楽しめる本があ
ります。ご利用をお待ちいたしております。

JR西小倉駅

ム ー ブ 利 用 の ご 案 内

編集後記

ム
ー
ビ
ン
グ

…事業休務日
（貸室利用・
　申込みのみ可）

…所内整理日
　のため休業

…施設予約抽選日
 （10：30～）

施設の利用に関するお問い合わせは まで093-583-3939

この冊子は再生紙及び環境に優しい
大豆インクを使用しています。
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★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。

個人利用
会員募集！
個人利用
会員募集！
個人利用
会員募集！

●4F 工芸室
水曜日　9：30～17：00 （原則第2.3.4週）
木工専門のインストラクター常駐。
大工仕事の基本道具を用意しています。
（木工の作品キットもあります。）
彫金、七宝、絵画、染色、機織等は事前に
ご相談を。材料はご持参下さい。

●5F OAルーム
水・金曜日　14：00～16：00
土曜日　　 13：00～18：00
対応ソフト…WindowsXP
　　　　　　Word2002
　　　　　　Excel2002
　　　　　　Power Point2002

●4F フィットネスルーム
水・金曜日　9：30～21：30
日・月曜日　9：30～17：00
インストラクターが常駐。
運動できる服装で、上靴を持参してくだ
さい。
＊概ね2時間ごとにインストラクターによるス
　トレッチ体操を実施します。

登録された方（個人利用カードを交付）は、以下の施設で個人利用が
できます。＜祝日と所内整理日は利用できません＞
（登録の際は、住所と生年月日が確認できるものをお持ちください）

男性
利用可

利用料
2時間
300円
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