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（参考資料）具体的な個別事業の概要一覧
分野 事業名 平成30年度事業内容 担当課

人権全般 コミュ
ニティ
別研修
会の推
進

テーマ「今だからこそ考えよう」
内容：①人権男女共同参画課職員による説明・提起
　　　　　「スマホ・ネット時代の人権・同和問題」
　　　　※途中、上記内容に沿ったＤＶＤ「あなたに伝え
　　　　　たいこと」を上映
　　　②人権問題や人権教育に精通した講師による講話
　　　　「明るい社会をめざして」

※南コミュニティセンター（７月３日）及び北コミュニティ
センター（７月５日）は、天候不良により中止。
　中央コミュニティセンター（７月10日、参加者：172名）
　　①説明　大楠　和美　（人権男女共同参画課）
　　②発表　藤本　勝徳　（平野小学校　教諭）
　東コミュニティセンター（７月12日、参加者：195名）
　　①説明　藤木　大介　（人権男女共同参画課）
　　②発表　田中　和徳　（筑紫地区同研連絡協議会事務
局）

人権男
女共同
参画課
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（参考資料）具体的な個別事業の概要一覧
分野 事業名 平成30年度事業内容 担当課

女性に関
する問題

男女平
等推進
セン
ター事
業

※開催順
○女性のための生涯を通じた健康支援事業
　・ヘルシーエクササイズ講座
　　実施日：４月12日(木)～２月21日(木)全16回
　　参加者：1,289名
　　内　容：「ﾍﾙｼｰｴｸｻｻｲｽﾞ講座」藤道子、船越光子、土井孝子
　 　　　　 「男女共同参画に関する学習会」啓発・事業サポーター

　・女性の身体と心の健康を考える講座
　　実施日：①12月6日(木)、②平成31年1月24日(木)
　　参加者：72名
　　内　容：
　　　①「女性特有の病気を考える～乳がん・子宮周辺がんの
　　　　リアル～」金城 舞
　　　②「エクササイズでいきいき生活～インストラクターの元気の
　　　　ヒミツ～」藤道子、船越光子

男女平
等推進
セン
ター

○再就職応援事業
　・再就職チャレンジ講座
　　実施日：４月20日(金)～７月19日(木)全25回
　　参加者：286名
　　内　容：
　　　「パソコン講習」竹中ひとみ
　　　「強みを活かし仕事に繋ぐ『ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ』なりたい自分へ～
　　　　keep！up！shape！」中園久美子
　　　「役立つコミュニケーション～伝えるのは言葉、伝わるのは
　　　心～」藤重知子
　　　「就職活動準備をしよう」山本みゆき
　・キャリアアップ講座「今すぐ実践！ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｷﾙｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ」
　　実施日：①平成31年２月９日(土)②２月16日(土)全２回
　　参加者：116名
　　内　容：
　　　①「アンガーマネジメントを学ぼう～怒りと上手にお付き
　　　　合い！～」大谷香里
　　　②「人の顔と名前を覚えよう～記憶力ｱｯﾌﾟでｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ！～」
　　　　松井達治

○地域女性リーダー育成講座
　実施日：５月12日(土)～２月23日(土)全12回
　参加者数：172名
　内　容：
　　①開講式、オリエンテーション
　　　講演「市民の力が地域を創る」古賀桃子
　  ②男女共同参画入門講座「わたしが変わると地域も変わる」
　　　中嶋玲子
    ③私もあなたも笑顔で活動するための「ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ術」冨岡郁雄
 　 ④「みんなが活きるチーム作り～成果を出す会議の方法～」
　　　吉田まりえ
　　⑤～⑩演習「あなたの『想い』をカタチにして地域で活動する」
　　　佐々木 喜美代
　　⑪もっとわくわくする大野城をめざして！「活動計画発表会」
　　⑫閉講式、交流会　佐々木喜代美

○男女共同参画条例制定記念講演会
　実施日：５月19日(土)
　参加者：58名
　内　容：「男女共同参画--女性はどこで輝く？『職場でも、地域
　　　　　でも、家庭でも』」神﨑智子
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（参考資料）具体的な個別事業の概要一覧
分野 事業名 平成30年度事業内容 担当課

女性に関
する問題

男女平
等推進
セン
ター事
業

○あなたとわたしのための元気塾
　実施日：５月26日(土)～８月４日(土)全３回
　参加者：62名
　内容：
　　①「共に健やかに生きるために～性差医療をごぞんじです
　　　か？～」樗木晶子
    ②「経験者に学ぶ！不安に打ち勝つ防災の備え」德丸宏美
  　③「ブラジル番長物語～経験を生かしたまちづくりと青少年
　　　支援～」吉永拓哉

男女平
等推進
セン
ター

丸アスカーラおでかけ教室
　 大野北小学校家庭教育学級
　　 実施日：５月30日(水)　参加者：13名
　　 演　題：「子どもの自立に役立つお金の話」

　 井の口Ｍs"クラブ
　　 実施日：６月16日(土)　参加者：33名
 　　演　題：「障がいと共に生きる～コカリナの音色を楽しもう～」

　 大野南小学校家庭教育学級
　　 実施日：７月11日(水)　参加者：21名
 　　演　題：「親から子に伝える性教育」

　 大野北小学校職員
　　 実施日：７月30日(月)　参加者：30名
 　　演　題：「小学校教諭のための捨てるから始めない整理術
　　　　　　　～プロが教える職場の環境整備～」

　 大野南小学校教養委員会
　　 実施日：10月５日(金)　参加者：17名
 　　演　題：「子どもとメディア」

　 平野小学校ＰＴＡ教養・成人講座
　　 実施日：11月７日(水)　参加者：71名
 　　演　題：「叱り方・褒め方がうまい親になろう！～コミュニ
　　　　　　ケーションがうまくいく秘訣は質問力にあり！～」

○大野城市男女共生講座
　実施日：８月３日(金)～11月20日(火)全４回　参加者：430名
  内　容：①「分かちあって夫婦円満～人生100年時代をハッピーに
　　　　　　暮らす秘訣～」新垣誠
　   　 　②「『適材適食』～あなたに合った食べものをあなたに
　　　　　　合った食べ方で～」小園亜由美
　  　  　③館外研修「九州大学伊都キャンパス見学」
　　　　　　九州大学男女共同参画推進室　担当者
　　　　  ④「誰でもできる防災術～もしもに備えるいつも～」
　　　　　　柳原志保、林田スマ

○子育てママ応援事業
　育休ママ＆パパの仕事復帰セミナー
　　実施日：９月１日、15日(土)　全２回　参加者：26名
　　内  容：①「スムーズに職場復帰を！ 赤ちゃんが寝てくれて、
　　　　　　　自分の時間も取れる、ミラクル時間割・家事表作り」
　　　　　　　山本ユキコ
　　        ②｢素直に伝える 身近な人とのコミュニケーション｣
　　　　　　　松井美由紀
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（参考資料）具体的な個別事業の概要一覧
分野 事業名 平成30年度事業内容 担当課

女性に関
する問題

男女平
等推進
セン
ター事
業

○ママの元気チャージセミナー
　実施日：11月６日(火)～11月30日(金)　全３回　参加者：74名
　内　容：
　　①「動いてスッキリ！エクササイズでリフレッシュ」土井孝子
　　②「知って安心！子育てママのためのマネーの話」久恒恵美子
  　③「家族が笑顔になる！片付けなさいという前に」里舘友子

男女平
等推進
セン
ター

○男性、子どものための男女共同参画事業
◆“パパ時間”充実セミナー
　実施日：10月７日(日)～10月20日(土)　全３回　参加者：27名
　内  容：
　①「パパのヨガ入門～心と体をリセットしよう！～」山本梓
　②「パパの家事入門～めざせ！アイロンがけと洗濯物たたみの
　　達人～」富永由美
　③「パパのコーチング入門～子どもの信頼ゲットだぜ！～」
　　吉村伊織

◆男性のためのブラッシュアップセミナー
　実施日：１月26日(土)・２月７日(木)全２回　参加者：23名
　内　容：①講話「第２の人生の再設計」
　　　　　　調理実習　初めての料理入門
　　　　　  参加者同士の自由談話　吉田清彦
          ②簡単介護入門　田上美里

○託児サポーターフォローアップ講座
　実施日：11月１日(木)～２月13日(水)　参加者：36名
  内  容：①「救命講習」春日・大野城・那珂川消防本部救急隊員
　　　　  ②「子どもを見守る託児について学ぼう」三原詔子

○情報サポーターフォローアップ講座
　実施日：11月12日(月)　参加者：16名
　内  容：「事前取材・記事作成、記事講評・添削」有村千裕

○啓発・事業サポーターフォローアップ講座
　実施日：１月15日(火)　参加者33名
　内  容：「人前での話し方教室～想いを言葉にする～」鮫島宗哉

○企業のための男女共同参画事業
　実施日：１月17日(木)　参加者：19名
　内  容：「レゴ シリアスプレイ 研修」深月敬子

○市民グループ活動支援事業
　実施日：８月６日(月)～２月15日(金)
　内  容：
　①主催：ふくおか県翼の会大野城
　　　実施日：９月15日(土)13：30～15：30
　　　演　題：「フランスに学ぶ男女平等」
　　　講　師：石橋美恵子
　　　参加者：42名
　②主催：パパママちかっぱ応援団
　　　実施日：９月29日(土)13：30～15：30
　　　演　題：「子どもの個性を知ろう！」
　　　　　　　～個性を活かすオリジナル子育て～
　　　講　師：キタガタスグル
　　　参加者：19名
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（参考資料）具体的な個別事業の概要一覧
分野 事業名 平成30年度事業内容 担当課

女性に関
する問題

男女平
等推進
セン
ター事
業

③主　催：高齢者支援プロジェクトげんきかい
　実施日：10月13日(土)14：00～15：30」
　演　題：落語を聴いて大いに笑おう
　　　　　「小咄からひもとく男女共同参画」
　講　師：粗忽家勘心
　参加者：86名

④主　催：ままいる
　実施日：10月29日(月)
　　　　　一部　10：00～12：00　　二部　12：00～13：00
　演　題：もう一度「私」と出会うワークショップ
　講　師：井上恵美
　フォトグラファー：橘ちひろ、田中藍子
　参加者：22名

男女平
等推進
セン
ター

⑤主　催：福岡友の会筑紫方面
　実施日：11月16日(金)10：30～14：00
　演　題：「家事家計講習会」
　　　　　・家計簿を人生の伴走者に
　　　　　・「見つけよう！暮らしのヒント
　講　師：福岡友の会筑紫方面会員
　参加者：88名

⑥主　催：大野城共生ネットワーク
　実施日：11月17日(土)13：30～15：30
　演　題：「子どもの命を守る」
　講　師：倉富史枝　他１名
　参加者：25名

⑦主　催：女性会議大野城支部
　実施日：11月18日(日)13：30～15：30
　演　題：「災害時の母子支援と産前産後ケア」
　講　師：大庭きみ子
　参加者：10名

⑧主　催：大野城女性の会
　実施日：12月15日(土)13：30～15：30
　演　題：可能性を信じていきいき未来
　　　　　～共に輝く男女共生社会へ～
　講　師：林田スマ
　パネリスト：石田尚久、日下部達矢、山下由紀子
　参加者：93名

○男女共同参画小・中学生図画ポスター・標語コンクール
　実施日：３月３日(日)
  表彰者：７名
　内　容：男女共同参画小・中学生図画ポスター・標語コンクール
　　　　　表彰式

○アスカーラ共生フォーラム
　実施日：３月３日(日)　実行委員会形式によるイベント
　講演会：「いつもチャレンジ精神で」
　講　師：草野仁
　参加者：588名
　実行委員活動者：154名
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（参考資料）具体的な個別事業の概要一覧
分野 事業名 平成30年度事業内容 担当課

子どもに
関する問
題

家庭教
育合同
講演会

教育振
興課

【第１回】
　期日　平成30年６月14日(木)
　会場　大野城まどかぴあ　多目的ホール
　演題　「思いやりで社会を変える～飲酒運転ゼロへの
　　　思い～」
　講師　山本美也子（NPO法人はぁとスペース代表理事）
　講演概要　非行と問題行動の課題解決のために、思春期の
　　　子どもたちの心のサインを受け止め、子どもの自尊心
　　　を育て、存在を認め愛されているとわかってもらうこ
　　　との重要性について講演。
　参加人数　112人

【第２回】
　期日　平成30年10月20日(土)
　会場　大野城総合福祉センター　大会議室
　演題　「多様な性　～性同一性障がいについて～」
　講師　 椎太　信（ＧＩＤ Ｌｉｎｋ 代表）
　講演概要　「こころの性」と「からだの性」との関係と性
　　同一性障害（ＧＩＤ）の特性を知り、性的マイノリティ
　　のことを理解し、共生するために支援をするアライにつ
　　いて講演。
　参加人数　36人

【第３回】
　期日　平成31年１月24日(木)
　会場　大野城まどかぴあ　多目的ホール
　演題　「ひまわり先生の心の子育て実践法」
　講師  米倉けいこ（九州女子大学非常勤講師、心理カウン
　　　セラー）
　講演概要　個々の子どもを理解し子育てに活かすために
　　は、子どものストレスの種類と解消法について知り、情
　　動調律（子どもの気持ちに合わせること）が重要である
　　ことについて講演。
　参加人数　96人
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（参考資料）具体的な個別事業の概要一覧
分野 事業名 平成30年度事業内容 担当課

高齢者に
関する問
題

長寿支
援課

シニア
大学
(山城
塾)
（20講
座）

◇シニア大学（山城塾）の運営
・講座数全20講座　受講生数実人数304人（のべ人数631人）
【定期講座】
１．タイトル　福岡の歴史と人物
　講師：石瀧　豊美　　受講生：54人
２．タイトル　万葉の歌びと
　講師：稲田　　宰　受講生：46人
３．タイトル　60歳からの健康生活
　講師：上園　慶子　　受講生：30人
４．タイトル　環境と人に優しい技術で豊かに暮らす
　講師：蛯原　健治　　受講生：10人
５．タイトル　手掘り戦国史「戦国武将たちの生き様」
　講師：大澤　俊作　　受講生：22人
６．タイトル　天文学入門
　講師：鴈野　重之　　受講生：34人
７．タイトル　『古事記』でみる古代史
　講師：河村　哲夫　　受講生：64人
８．タイトル　これからの生き方に役立てよう
　「制御工学に学ぶ人生訓話」
　講師：熊丸　耕介　　受講生：11人
９．タイトル　身近な薬草・薬木・漢方薬
　講師：正山　征洋薬　受講生：16人
10．タイトル　新聞から「政治」を読み解くシリーズ４
　講師：髙田　　宏　　受講生：43人
11．タイトル　古事記―神話から市話へ―
　講師：竹原　元凱　　受講生：40人
12．タイトル　三国志─東夷伝を読む─
　講師：竹原　元凱　　受講生：31人
13．タイトル　筑前５女と三閨秀
　講師：谷川　佳枝子　受講生：30人
14．タイトル　船はなぜ浮くか　飛行なぜ飛ぶか
　講師：中武　一明　　受講生：7人
15．タイトル　ちょっと寄り道・「雑学」の楽しみ　ＰＡＲＴⅡ
　講師：深野　　治　　受講生：54人
16．タイトル　日本の現近代史の再検討
　講師：古田　重治　　受講生：19人
17．タイトル　みんなで理科の実験をしよう♪
　講師：諸岡　成治　　受講生：8人
18．タイトル　健康寿命を考えよう（基礎Ⅰ）
　講師：矢野　弘重　　受講生：21人
19．タイトル　健康寿命を考えよう（基礎Ⅱ）
　講師：矢野　弘重　　受講生：26人
20．タイトル　みんなで学ぼう！大野城の歴史
　講師：ふるさと文化財課職員　受講生：65人

【スポット講座】
・九州国立博物館特別展３回
・単発講座４回
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（参考資料）具体的な個別事業の概要一覧
分野 事業名 平成30年度事業内容 担当課

人権全般 人権・
同和問
題啓発
推進
中級講
座

第１回　（９月18日、市役所）
　演題：「ＤＶを理解する」
　講師：椹木　京子（NPO法人博多ｳｨﾒﾝｽﾞｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ共同代表）
　受講者：19名

第２回　（10月16日、市役所）
　演題：「差別落書きと私たちの課題」
　講師：星野　操（筑紫野市京町隣保館　館長）
　受講者：20名

第３回　（11月13日、市役所）
　演題：「メディアから見た人権・同和問題～どう対応するか～」
　講師：中川　茂（ジャーナリスト（元西日本新聞論説委員長）
　受講者：20名

第４回　（12月４日、市役所）
　演題：「一人一人が大切にされるために」
　講師：江口　幸児（福岡教育事務所　人権・同和教育室）
　受講者数：15名

第５回
　筑紫地区社会教育関係職員等同和問題研修会（市職員のみ参加）
　日時・会場：（どちらか１回を選択）
　　１月24日　筑紫野市（生涯学習センター）
　　２月19日　太宰府市（プラム・カルコア太宰府）
　受講者：10名（市職員のみ）

第６回　（２月26日、市役所）
　演題：「社会力で、つなぐ、かわる、まちのふうけい～就学前
　　　からの教育ｺﾐｭﾆﾃｨ～」
　講師：中野　直毅（福岡県人権・同和教育研究協議会　副会長）
　受講者：18名

人権男
女共同
参画課

人権全般 人権・
同和問
題啓発
推進
初級講
座

第１回　（９月20日、市役所）
　演題：「人権が尊重されるまちづくりのために」
　講師：江口　幸児　（福岡教育事務所　人権・同和教育室）
　受講者：27名

第２回　（10月18日、市役所）
　演題：「今だからこそ、考え・行動してほしいこと」
　講師：溝口　一孝　（筑紫野市教育委員会　教育政策課）
　受講者：26名

第３回　（11月15日、市役所）
　演題：「私たちをとりまく人権・同和問題」
　講師：藤木　大介（大野城市人権男女共同参画課）
　受講者：24名

第４回　（12月６日、春日市ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ）
　演題：「福岡藩の部落史」
　講師：竹森　健二郎（福岡県同和問題をはじめとする人権問題に
　　　係わる啓発研修講師団講師）
　ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ（福岡県人権啓発情報センター内の展示物見学）
　受講者：22名

第５回　（１月17日、市役所）
　演題：「子どもの権利と大人の関わり」
　講師：百田　英子（NPO法人スペースde GUN （ぐんぐん） 理事長）
　受講者：21名

第６回　（２月21日、市役所）
　演題：「同和教育から広がる人権尊重のまちづくり」
　講師：濱近　政和（糸島市前原公民館　館長）
　受講者：23名

人権男
女共同
参画課
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（参考資料）具体的な個別事業の概要一覧
分野 事業名 平成30年度事業内容 担当課

人権全般 人権を
まなぶ
講座

第１回　子どもの人権
　実施日：９月15日(土)
　演題：「子どもを被害者　加害者にさせないために
　　　　～今、大人ができること～」
　講師：黒田　可奈子（NPO法人子どもとﾒﾃﾞｨｱ事務局長）
　受講者：37名
　開催場所：大野城まどかぴあ　301会議室

第２回　外国人の人権
　実施日：10月20日(土)
　演題：「『地域での異文化間交流を深めるために』
　　　　～外国人から地域住民へ」
　講師：吉谷　武志（NPO法人ともに生きる街ふくおかの会
　　　理事長）
　受講者：13名
　開催場所：東コミュニティセンター　研修室１･２

第３回　犯罪被害者の人権
　実施日：11月17日(土)
　演題：「犯罪被害者支援活動を通じて」
　講師：浦　尚子（(公社)福岡犯罪被害者支援センター
　　　　専務理事兼センター長）
　受講者：19名
　開催場所：中央コミュニティセンター　研修室１・２

人権男
女共同
参画課

第４回　障がい者の人権
　実施日：１月19日(土)
　演題：「『発達障がいのある大人たち』～異なる文化の中
　　　で生きる」
　講師：緒方よしみ（児童発達支援センターこだま園長）
　受講者：29名
　開催場所：南コミュニティセンター　視聴覚室

第５回　女性の人権
　実施日：２月16日(土)
　演題：「政治から考える女性の人権」
　講師：王　貞月（福岡大学・西南学院大学　非常勤講師）
　受講者：31名
　開催場所：北コミュニティセンター　視聴覚室

第６回　人権・同和問題
　実施日：３月16日(土)
　演題：「江戸時代、福岡藩の身分と暮らし
　　　　－教科書記述をヒントに考えるー」
　講師：石瀧　豊美（郷土史家、イシタキ人権学研究所　所長）
　受講者：38名
　開催場所：大野城心のふるさと館　講座学習室
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「大野城市人権教育・啓発基本指針」に基づく
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