
講座＆セミナー

初級から一歩前進！

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？

■日時 8月4日（土）、8月25日（土）、
　　　 9月8日（土）、9月29日（土）
　　　 午前の部／10:00～13:00
　　　 午後の部／14:00～17:00

■定員 各16名（抽選）

■参加費 5,000円
　　　　（４回分の材料費、
　　　　 エプロン代込み）

■締切 7月10日（火）必着

エプロン男子 中級編

就職・転職に役に立つ！

医科２級医療事務技能検定試験の資格取得を
目指します。

■日時 9月4日（火）～11月9日（金）
　　　（週2回・全20回）

■定員 24名（応募者多数の場合は選考）

■対象 資格の取得を希望する女性
　　　 ※学生不可

■受講料 28,000円
 　　　　（テキスト代込）

■締切 8月7日（火）必着

医療事務講座

パパも料理にチャレンジ！！

レディスもじ・レディスやはたでも、
語学、資格取得等のさまざまな
講座を開催しています！

＊一部次ページに記載

お父さんと子どもで食の大切さと料理づくりを
楽しみながら学びます。

■日時 7月28日（土）10:00～13:30

■定員 12組（抽選）

■対象 ４歳から小学４年生までの
　　　 子どもとお父さん
　　　 （おじいちゃんも可）

■参加費 大人1,000円、
　　　　 子ども600円
　　　　 （材料費込み）

■締切 7月10日（火）必着

父と子の料理教室

Pickup

4月 5月

★男女共同参画講座　6／2 

★父と子の料理（夏休み）　7／28

★4／14 ★6／9 ★9／1 ★10／21

★親子木工教室　8／18、19 午前・午後

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ講座★

★

おとこの魅力アップシリーズ 年間5回（原則として土、日曜日）

★父と子の料理（X'mas）　12／15 ★父と子の料理（バレンタイン）

★ムーブカフェ　6／30 ★ムーブカフェ★働く女性のためのステップアップ講座
　フォローアップ 8月

働くなでしこに贈る！お役立ちワンポイントセミナー　年間6回（原則として土曜または平日夜も開催）

キャリアアップ&ビューティー講座　 4／7、14、28 全3回（土曜日） ★ ★ ★★

働く女性のためのステップアップ講座
フォローアップ ★　

★おとこのライフセミナー  9／15

キャリア形成プログラム

★男女共同参画講座（映画祭）男女共同参画講座

平成30年度 北九州市立男女共同参画センター・ムーブ実 施事業 年間スケジュール

おとこのライフセミナー

キャリア形成プログラム
ジェンダー問題講座

項　目

就業支援講座

生活技術講座

市民活動支援・連携事業

相談事業

ムーブフェスタ

図書・情報室

個人利用（フィットネス、ＯＡルーム）

リプロダクティブ・ヘルス
ライツ事業

語学講座（英会話）

キャリアアップ

就業継続支援

再就職支援

パソコン講座

エプロン男子

父と子の食育

介護男子

おとこの魅力
アップシリーズ

創作工房

いまどきママ

ムーブサポーター

市民活動支援・連携

健康講座

リプロ講座

一般・人権侵害・
元気アップ・男性・
法律相談

グループ相談

講座

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月平成
30年

平成
30年 2月 3月

6期実施（２カ月ごと）　4／1～

ストレスケアの処方箋　5／11～5／25 全3回（金曜日・夜） ★夫婦で考えるハッピー仕事×子育て術

★女性のための就職応援講座

英会話１期（昼：初級・夜：中級）毎週水曜4／4～6／27 全12回

初級編【１期】5／19～6／30 全４回（土曜日）　　　

中級編【１期】8／4～9／29 全４回（土曜日） 中級編【2期】1／12～2／23 全４回（土曜日）

初級編【２期】10／13～12／1 全4回（土曜日）

★サポーター総会 サポーター活動

大学との連携事業

一般・人権侵害・元気アップ（週１回）・男性（月2回）・法律（月3回）相談

図書業務（通年）

　フィットネス、ＯＡルーム 通年

★おはなし会 ★図書室特別整理　10／2～5 ★おはなし会

●人権侵害ゼロホットライン

★女性のための法律基礎講座　6／2・16

★行列のできる!?法律相談Ｑ＆Ａ　７／21 ★女性への暴力ゼロ特別講座

★単発講座　6／１ ★デートＤＶ予防教育フォローアップ講座

★男性のための法律基礎講座　9／22 ★対人援助職者セミナー

●女性への暴力ゼロホットライン

シェイプアップ・ヨガ　5／12～6／16 全6回（土曜日）

◆グループ相談　7～12月

ムーブフェスタ　7／7～7／28　　

■7／7 オープニング講演会　■7／13 ジェンダー問題・調査研究報告会
■7／14 イベントステージ　  ■7／21サマーカーニバル・行列のできる！？法律相談Ｑ＆Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ヨガ＆エアロビクス　1／19～2／23 全6回（土曜日）

ファミリークリスマスin北九州（共催）★

英会話２期（昼：中級・夜：初級）毎週水曜9／5～11／21 全12回 

介護男子10／6、10／14、10／20　全3回（土、日曜日）

いまどきママ【1期】4／10～5／8 全４回（火曜日） いまどきママ【２期 】9／4～9／25 全４回（火曜日）

介護男子フォローアップ講座　★8／26(日)

働く女性のためのステップアップ講座　9月～10月

介護事務講座　6／12～8／2
全13回（火・木曜日）

医療事務講座
9／4～11／9 全20回（火・金曜日）　　

英会話３期（昼：初級・夜：中級）毎週水曜12／19～3／13 全12回

男性
向け

男性
向け

男性
向け

男性
向け

大好評

大好評

大好評
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　JICA研修で来日中のアフリカの行政官たちによるトー

クセッションを開催します。遠い国アフリカの実像を知る

貴重な機会です。ぜひご参加ください。

　（公財）アジア女性交流・研究フォーラム (KFAW)は、

ニューヨーク国連本部で開催された第62回国連女性の

地位委員会に参加してきました。今、国連でどのような議

論がなされ、どのような合意に至ったのかなどわかりや

すく報告します。

相談室の

ご案内

第62回国連女性の地位委員会（CSW62）

帰国報告会

お問い合わせ
申し込み先

（公財）アジア女性交流・研究フォーラム　企画広報課／三村、大村
 TEL：093-583-3434　FAX：093-583-5195   
 E-mail: info@kfaw.or.jp   URL: http://www.kfaw.or.jp

■日時：6月14日（木） 18:30～20:00 

■会場：ムーブ 5階 小セミナールーム 

■定員：40名（先着順、無料） 

■託児：要相談

■報告者：KFAW理事長　堀内 光子

　　　　 JAWW(日本女性監視機構)副代表　織田 由紀子さん

■日　時／7月15日（日） 13：30～15：00
■出　演／九州ギター音楽協会会員 若菜 潤一郎（わかな じゅんいちろう）さん
■定　員／80名（先着順）
■参加費／500円（菓子・コーヒー付）
■対象者／どなたでも
■託　児／有　1歳～就学前まで（1人200円　要事前申し込み）
■申込方法／6月15日（金）9：00から電話または来館にて受付。

［お申込み・お問合わせ］
〒800-0051　北九州市門司区下馬寄6番8号
TEL：093-371-4649　FAX：093-371-4268

■日時：6月29日（金） 13:30～16:00 

■会場：ムーブ 5階 大セミナールーム 

■定員：70名（先着順、無料） 

■託児：要相談

■パネリスト（予定）：ガーナ、マラウィ、ナイジェリア、南スーダン、
　タンザニアの行政官

■コーディネーター：KFAW理事長　堀内 光子
　※逐次通訳付き

国際理解セミナー「アフリカ会議 in KFAW

～アフリカのいま、そして未来を語ろう～」

（公財）アジア女性交流・研究フォーラム（KFAW）からのお知らせ

北九州市の男女共同参画社会に関する調査報告書がまとまりました。

［お問合せ］北九州市総務局 男女共同参画推進課　TEL:093-582-2405

調査対象

　前回調査（平成23年）に比べて、否定的な考え方を持つ人の割合がさらに
高くなっています。
　全国調査（平成26年度）と比較しても、否定的な考え方を持つ人の割合が
北九州市の方が高くなっています。

主な結果

・対　　象　市内在住の20歳から75歳の男女4，000人
・期　　間　平成29年10月30日～平成29年11月20日
・回収結果　回収総数1，582（回収率39．6％）

●「夫は外で働き、妻は家庭を守る」という考え方について

　「子どもができたら職業を中断し、子どもに手がかからなくなって再びもつ方
がよい」が大半を占めていますが、前回調査と比べると「ずっと職業を持ってい
る方がよい」が増加しています。

●女性が職業を持つことの考え方について

　7割以上の人が、男性が育児・介護の休業や休暇を取ることについて肯定
的に考えています。

●男性が育児・介護の休業や休暇を取得することについて

　主に夫が行っている割合が高い項目は「家計を支える」、主に妻が行ってい
る割合が高い項目は「食事の支度をする」、「日々の家計を管理する」などと
なっています。

●家庭内での仕事の分担について

　仕事と生活の調和がとれている割合は、今回調査で初めて過半数を超えま
した。

●ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）に関する認識

■そう思う
■どちらかといえばそう思わない
■わからない

今回調査

今回調査

前回調査

今回調査

前回調査

今回調査

前回調査

全
　
体

前回調査

全国調査

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

■どちらかといえばそう思う
■そう思わない
■無回答

■とった方がよい
■どちらかといえばとらない方がよい
■わからない

■どちらかといえばとった方がよい
■とらない方がよい
■無回答

■主に妻が行っている
■夫と妻が同じ程度に分担している
■主に夫が行っている
■無回答

■主に妻が行い、夫が一部を分担している
■主に夫が行い、妻が一部を分担している
■その他

■ずっと職業を持っている方がよい
■結婚するまで職業を持ち、あとは持たない方がよい
■子どもができるまで職業を持ち、あとは持たない方がよい
■子どもができたら職業を中断し、子どもに手がかからなくなって再び持つ方がよい
■女性は職業を持たない方がよい
■その他
■無回答

「北九州市男女共同参画基本計画」の策定に向けて、男女共同参画社会に関する市民の意識や実態を把握し、

本市における課題等を明らかにして、今後の施策検討の基礎資料とするために実施しました。　

東部勤労婦人センター レディスもじ レディスやはた

プロが奏でる　ギターの調べ

女性のための元気アップ相談

TEL：093-591-9408
毎週金曜日　10:00～17:00

こころと生き方の一般相談

TEL：093-583-3331
火曜～日曜日　9:30～17:00
金曜日　　　 13:00～20:00

男性のための電話相談

TEL：093-280-5325
第2火曜日　18:00～20:00
第3土曜日　10:00～12:00

性別による人権侵害相談

TEL：093-583-3663
火曜～日曜日　 9:30～17:00
金曜日　　　  13:00～20:00

女性の人権に関する無料法律相談

TEL：093-583-5197
第2火曜日　13:00～15:00
第3土曜日　13:00～15:00
第4水曜日　18:00～20:00

[申込み受付日]
市政だよりに掲載

　北九州を中心に演奏・指導等を行なっている若菜先生

をお迎えします。クラシックから映画音楽、ポップスまで

ジャンルは幅広く、クラシックギターの生演奏を聴きな

がら、心の癒しと潤いある時間を皆様にお届けします。
■日　時／7月29日（日）10：00～13：00
■講　師／Battle Helmets(バトルヘルメッツ) 立石 久（たていし ひさ）さん
■定　員／先着12組（保護者１人につき、子ども２人まで）
■参加費／1組1,000円（受講料：無料 教材費：1組1,000円）
　　　　　子ども2人の場合、500円追加　　　　　　　
■対象者／北九州市内在住または在勤の保護者と小学生
■持ち物／筆記用具
■託　児／有　1歳～就学前まで（1人300円　要事前申し込み）
■申込方法／6月5日（火）9：00から電話または来館にて受付。

［お申込み・お問合わせ］
〒805-0059　北九州市八幡東区尾倉2丁目6番6号
TEL：093-661-1122　FAX：093-661-2714

西部勤労婦人センター

親子で作ろう！夏休み親子企画
「プラバンでネームキーホルダー」
　親子で触れ合いながらプラ板に好きな絵や名前、イニ

シャルを入れ、オリジナルネームキーホルダーを作ります。

女
　
性

男
　
性

育児休業

［自分・自分の夫の場合］

子の看護休暇

介護休業

家計を支える
（生活費を稼ぐ）

食事の支度をする

日々の家計を
管理する

育児、子どもの
しつけをする

自治会・町内会など
の地域活動を行う

高額の商品や
土地・家屋の購入
を決める
家庭の問題に
おける最終的な
決定をする

介護休暇

3.7

6.0

8.8 31.7 34.8 19.5 5.1

32.7 22.0 31.8 2.74.8
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37.0 35.5 8.2 4.6 8.2 6.5
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42.7 38.7 4.6 6.2 5.5
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3.343.727.517.04.2

2.4

76.6 13.4 5.6 1.4

1.5

68.6 9.3 9.1 4.9 4.9 2.0

2.0

1.1

42.8 17.3 23.25.2

0

全体

204060 0 20 40 60 ％

7.5 1.7

2.2

30.6

31.2

4.4 4.9 47.9 14.6 20.7 5.6

14.5 12.8 8.4 11.9 18.5 2.7

35.8 21.5 5.8 4.8

1.0 0.5

0.70.9

1.9

［調和派］「調和がとれている」、「どちらかと
いうと調和がとれている」の合計

［不調和派］「調和がとれていない」、「どちらかと
いうと調和がとれていない」の合計

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

51.6

52.3

44.6

50.0
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47.8
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50.9
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45.7

53.2

57.2
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31.9

女性

男性
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27.8

26.7

19.2

22.4

ほりうち　みつこ

ほりうち　みつこお だ　  ゆきこ



平成29年度 ジェンダー問題
調査・研究 報告書を発行しました。

ムーブ図書・情報室のごあんない

「建設産業の男女共同参画推進実態調査」
市民グループ

たて子とちく子
ご希望の方はお問合せください。
※ムーブフェスタで報告会を行います。詳細はP3。

［お問合わせ］
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

●開室時間
　火～土曜日/9:30～21:30(貸出は19:00まで)
　日曜日　　/9:30～17:00(貸出は17:00まで)
●休室日
　月曜日、祝日、所内整理日、年末年始、
　特別整理期間

〒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
HP：http://www.kitakyu-move.jp/
E-mail：move@move-kitakyu.jp

●西鉄高速バス 「ソレイユホール・ムーブ前」下車
　【天神バスセンターから】 いとうづ号

●JR西小倉駅より徒歩15分

●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

ア
ク
セ
ス

［お問合わせ］
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

代表

こ も り た 　 じ ゅ ん こ

籠田 淳子さん

　ムーブでは、ジェンダー問題の解決に取り組む市民グループや研究者に対して、
調査・研究費の一部を助成・支援する「ジェンダー問題調査・研究支援事業」を行い、
その結果を報告書として発行しています。
　平成29年度は、下記の研究テーマで報告書を発行しました。

　ムーブ図書・情報室には、男女共同参画や女性問題に関する本を中心に、約55,000冊の蔵書があります。その中に
は、専門性の高い資料や貴重な復刻本も多く含まれています。書籍は絵本から話題の新刊まで、雑誌も約70種類と幅広
く収集しており、さまざまな形で男女共同参画に関する情報を提供しています。
　本の貸出には、北九州市立図書館と共通の図書カードが必要です。読みたい本は市立図書館のホームページで検索
して予約することができ、また借りた本は市内のほかの図書館でも返却することができます。
　いろいろな本からジェンダーの視点を意識してみてはいかがですか。

北九州市立男女共同参画センター・ムーブの指定管理者
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●西鉄バス 「ソレイユホール・ムーブ前」下車
　【小倉駅バスセンターから】 27  36  45  110  138
　【小倉駅入口から】 76  150  170  175  197
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