
◇ムーブの主催・共催事業

開催日 定員

11月の所内整理日は10日㈭と24日㈭です。

備考（申込み等）内容 等講座名・

ムーブの催事案内 11月

北九州市立男女共同参画センター・ムーブ 〒803-0814 北九州市小倉北区大手町11-4

℡ 093-583-3939 Fax 093-583-5107 ホームページ https://www.kitakyu-move.jp/

FacebookとInstagramで最新情報をお届けしています。

みなさまの「いいね！」をお待ちしています！

ムーブ

映画祭

夫・パートナーから

の暴力、性犯罪、セ

クハラ、パワハラ、ス

トーカー行為で悩ん

でいませんか？（女性への暴力ゼロ！ホットライン）
定員なし
（指定時間

内に左記電

話番号にお

電話くださ

い。）

令和4年11月16日（水）

１０：００～１６：００

〈電話番号〉 ※予約不要

０９３－５９１－９４０８

０９３－２８０－５３２５

令和4年12月3日（土）
13:00～15:40（上映開始 13：50）

ムーブ2階 ホール

【託 児】申込時に要予約

生後６ヵ月以上就学前まで

1人500円

『妻への家路』
（2014年・中国）

※日本語字幕付・吹替なし

私の記憶をなくした妻は、

今日も隣で私を待ち続ける―。

中国の巨匠チャン・イーモウ監督が紡ぐ、

この世で最も切なく最も高貴な「愛」の物語。

小倉昭和館館主 樋口智巳さん

✕

松永文庫学芸員 凪恵美さん

によるトークイベント（13：00～13：45）

を同時開催！

若年女性の今（リアル）

令和4年11月26日（土曜日）
13：30～16：00

ムーブ5階 小セミナールーム

【対 象】 福祉・医療・学校・警察等の支援者

関心のある方ならどなたでも

【参加費】 無料

【託 児】 ６ヵ月～就学前まで

お1人につき1回500円

※11/22（火）までに要予約

定員

先着30名

北九州市立

男女共同参画センター

ムーブ・相談室

TEL/FAX 093-583-5197

電話、FAX、

ホームページにて受付

定員

250名
（応募多数の

場合は抽選）

北九州市立

男女共同参画センター

ムーブ・相談室

TEL 093-583-5197

お申込み お問い合わせ

お申込み お問い合わせ
令和4年度 男女共同参画啓発講座

北九州市立

男女共同参画センター

ムーブ図書室

TEL/FAX093-583-5082

女性の権利ホットライン

女性への暴力に関する相談を、

弁護士が電話でお受けします。

ひとりで悩まず

気軽にお電話

ください。

令和4年度

女性への暴力ゼロ運動 特別講座

～夜の公園に居場所を求めて～

【講座内容】

◇大西 良さん：20代前半の若

い女性をサポートする活動(小

倉駅周辺等での夜回り活動や

相談事業等）を通して若年女

性の実情をお話しいただきま

す。

◇小倉北警察署：北九州市の若

年女性の性被害の状況や加害

者の手口など具体的な情報を

提供いただき、

自分を守る方

法を学びます。

お問い合わせ

講師：大西良さん

筑紫女学園大学 准教授

一般社団法人SWOF 代表

パープルリボンには、

女性へのあらゆる暴力

をなくしていくメッ

セージが込めら

れています。

参加費

無料

託児

あり

北九州市立

男女共同参画センター

ムーブ・事業課

TEL 093-288-6262

※申込1回につき4名まで

（要全員の氏名）

↑

お申込みはこちらから

おはなし会
一緒に絵本の世界を楽しみませんか

令和4年12月7日（水）
10:30～11:00

ムーブ1階 図書室

定員

5組程度
（先着順）

※3歳以下の

こどもと

保護者

絵本の

読み聞かせ

今回のテーマは、

冬でもほっこり〝あったかアイテム大集

合″♪いろいろな絵本を用意しています。

あそびにきてくださいね！

要事前

申込

お申込み お問い合わせ



◇女性のための無料法律相談

　　～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～【定員：各日４名】
開催月 抽選日

◇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？～

開催月

◇ホール等の催事（貸室）

◇定期的に開催されている講座 （貸室）

11月

11月8日㈫14:00～16:00

11月12日㈯14:00～16:00

11月30日㈬18:00～20:00

12月

12月10日㈯14:00～16:00

12月28日㈬18:00～20:00 12月23日㈮

11月4日㈮

11月25日㈮

11月19日㈯14:00～16:00

開催日・時間 備考

11月27日㈰
13:00～15:30

備考内容

場所

男女共同参画センター
ムーブ

12月17日㈯14:00～16:00

12月2日㈮

12月7日㈬

12月9日㈮

八幡東生涯学習センター

11月2日㈬

11月11日㈮

12月13日㈫14:00～16:00

門司生涯学習センター

男女共同参画センター
ムーブ

男女共同参画センター
ムーブ

11月
　

専用電話

093-280-5325

　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。

11月5日・19日㈯ 10:00～12:00

11月9日㈬18:00～20:00

12月3日・17日㈯ 10:00～12:00

12月14日・28日㈬18:00～20:00
12月

※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。

ヨガクラブ
毎週金曜日
18:00～20:00

ヨガの練習
国際ヨガ協会北九州支部

093-681-8505（梶原）

催事名 開催日・時間

未来スクールスターバースト

090-8344-7445（松村）

概ね第１、３土曜日
10：00～16：00

小原流いけばな
11/5、12㈯

13：30～16：30
いけばな教室

小原流いけばな
090-5736-9136(児玉）

　　一　般：ペン習字・実用書道
　　子ども：硬筆・毛筆

2022小倉北区民音楽祭
12月4日㈰14:30

～16:30
クラシックコンサート

小倉北音楽協会
090-8915-6876（植田）

内容等 問い合わせ先

小倉北区民文化祭
小倉北邦舞の会

日本舞踊の発表会
　　090-2852-9052

（藤間）

そろばん塾ピコ
毎週火曜日
15:40～18:20

そろばん教室

開催日・時間

※申込方法、入場料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。

実用書道
093-621-1669（守田）

　 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。

講座名 開催日・時間 内容等 問い合わせ先

美文字
「くせ字よ　さようなら」

申し込みは各抽選日

までにお電話で。

電話：093-583-5197

ムーブ相談室

※但し抽選日当日は

13:00まで

※申し込み多数の場

合は抽選

※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

（但し、通話料は自己負担）

尾倉分館

大里分館

※23日祝日はお休み


