夫・パートナーとの関係を考える
〜これってＤＶ︖〜

ともだちになろう︕

アミカス日本語クラス
4月9日(月)開講
10:15〜11:45

５月25日(⾦）
13:30〜15:30

2階

２階

研修室ＡＢ

日本に来たばかりの⽅から上級の⽅まで、
レベルに合わせて学べる日本語教室。
授業だけでなく、みんなで日本文化を体験
する⾏事や親睦を深めるための⾏事もあり
ます。
■日程︓4⽉9日(⽉)〜平成31年３⽉25日(⽉)
（祝日を除く⽉曜日）
■対象︓福岡に住む外国人
■費⽤︓1,000円/⽉
■申込︓随時入会可。電話かFAX、メール
でアミカス日本語クラス(鈴⽊)へ
TEL&FAX︓0942-37-0688
メール︓mukazu2527@uma.bbiq.jp

随 時

有

随

有 料

時

料

託

児

託 児

研修室ＡＢ

講義やグループワークを通してＤＶの
特徴や影響について学びます。
（ ６ /８ か ら 始 ま る グ ル ー プ ワ ー ク
「 ⽊ も れ陽 の 会」のプレ 講 座になり
ます）
■講師︓アミカス相談員
■対象︓夫・パートナーとの関係を考えたい
⼥性
■定員︓20人
先着順

無 料

託 児

⼥ 性

外国人
外国人

⼥性の人生サポート講座

創業の基礎知識から創業計画づくりまで
5月26日(土）
13:30〜15:30
2階

視聴覚室

創業についての基本的な知識と計画の⽴て⽅
をわかりやすく解説します。創業に関する
法律や税務の個別相談もできます。
■講師︓熊手 艶子（税理⼠）
■定員︓40人
先着順

無 料

託 児

⼥ 性

図書室整理日（休室）のお知らせ
毎月第３火曜日
アミカス図書室は、平成30年４⽉から、
休館日のほかに毎⽉第３火曜日を「図書
整理日」として休室いたします。
休室中の本の返却は、１階の正面入口、
または２階入口のブックポストをご利⽤
ください。
閲覧

貸出

返却

×

×

○

ご不便をおかけしますが、ご理解お願い
します。

平成30年度アミカス地域支援事業

＼もっと、グッと、ご近所のチカラに／

〜アミカスでは地域における男⼥共同参画を推進するため、Ａ〜Ｅの事業で講師を派遣します〜

A アミカス寸劇隊派遣事業

B 男⼥共同参画推進サポー
ター派遣事業
C 校区諸団体との連携支援事業
D 男⼥共同参画活動コーディ
ネーター派遣事業
Ｅ 男⼥共同参画勉強会支援
事業（仮）

新メニュー

アミカス寸劇隊が校区に出向き、男⼥共同参画をテーマにした寸劇とワークショップを⾏います。
参加者の皆様で寸劇の感想を出し合ったり自分たちで演じたりすることで、楽しみながら学べます。
●費
⽤︓有料 18,000 円・半額 9,000 円（８校区）
・無料（７校区）
●派遣時期︓有料派遣は随時・半額派遣および無料派遣は抽選のうえ、7 ⽉以降を予定

男⼥共同参画について実施したいテーマに合わせて、講師を派遣します。
●費

⽤︓6,900 円

校区男⼥協組織や他団体などと共同で実施する研修に対して、無料で講師を派遣します。
●費

⽤︓無料（10校区を抽選で決定）

●派遣時期︓６⽉以降を予定

活動内容や年間事業計画の⽴て⽅などについて、アドバイスを⾏う講師を無料で派遣します。
●費

⽤︓無料（５校区を抽選で決定）

●派遣時期︓６⽉以降を予定

不安の解消や活動のモチベーションをあげるために実施する校区男⼥協委員を対象とした勉強会に、
無料で講師を派遣します。
●費

⽤︓無料（10校区を抽選で決定）

●派遣時期︓６⽉以降を予定
※講師は福岡市男⼥共同参画推進サポーターです。

掲載イベントの共通事項
●申込方法︓
「申込」の記載がないものはすべてアミカス(代表)へ電
話、FAX、メール、ホームページから氏名、電話番号、託児をご
希望の⽅は住所、お子様のお名前と年齢をお知らせください。
※申し込み先は裏面をご覧ください。
※電話受付時間︓平日 9:30〜18:00(日・祝日は 17:00 まで)
※お知らせいただいた個人情報は、アミカスの講座案内や法令に
定めのある場合、ご本人が同意している場合を除き、目的外利
⽤することや第三者に提供することはありません。
※未就学児のお子様同席での参加はご遠慮ください。

●受講案内について︓先着順のイベントでは「受講案内」はお送り
いたしません。お申込後、当日、直接会場へお越しください。
抽選及び選考の講座は決定者のみお知らせいたします。
●託児について︓生後６か⽉〜⼩学３年生までのお子様が対象です。
託児は無料。ただし、飲み物等は保護者でご⽤意ください。
原則、利⽤日の10日前までにご予約ください。託児関係書類を、
後日送付いたします。
なお、アミカスの子どもの部屋ではお申込になったお子様の年齢
に応じて適正な人数の託児スタッフを手配しています。
キャンセルされる場合は、早めのご連絡をお願いします。

パソコン講座（平成30年度上半期のスケジュール）※年間スケジュールはアミカスホームページをご覧ください。

●申し込みは、各申込日の午前 9 時以降、電話で職業訓練協会へ（平日 9 時～17 時） TEL:092-671-6831
●アミカスお仕事再開応援フェスタ(2月23日実施)で「講座割引券」を受け取られた方は受講料の一部としてご利用いただけます。

①Word初級 全10回（25時間）

③Excel初級 全10回（30時間）

⑤PowerPoint 全3回（14時間）

②Word中級 全7回（16時間）

④Excel中級 全7回（16時間）

⑥ホームページ作成 全5回（24時間）

■日程：6/4(月)～6/20(水)
■時間：10：00～12：30
■対象：パソコン初心者、ワードの
基本操作を学びたい方
■定員：20人 ■受講料：20,000円
■申込：4/17(火）～
■日程：6/25(月)～7/5(木)
■時間：10：00～12：30（原則）
■対象：ワードの基本操作ができる方
ワードを普段お使いの方
■定員：15人 ■受講料：16,000円
■申込：5/16(水）～

■日程：6/4(月)～6/20(水)
■時間：13：30～16：30
■対象：簡単な日本語入力及びマウス
操作ができる方
■定員：20人 ■受講料：23,000円
■申込：4/17(火）～
■日程：6/25(月)～7/5(木)
■時間：13：30～16：00（原則）
■対象：エクセルの基本操作ができる方
エクセルを普段お使いの方

■定員：15人 ■受講料：16,000円
■申込：5/16(水）～

■日程：6/24(日)、7/1(日)、7/8(日)
■時間：10：00～16：00（原則）
■対象：ワードの基本操作ができる方
（簡単な文章作成など）
■定員：20人 ■受講料：16,000円
■申込：5/7(月）～

■日程：7/11(水)～7/19(木)
■時間：10：00～16：00（原則）
■対象：簡単な日本語入力、マウス操作
ができHP作成に興味がある方
■定員：15人 ■受講料：22,000円
■申込：5/17(木）～

アミカスでイベントを企画してみませんか？
★ホール（定員300人程度）など、アミカスの施設を無料で利用できます。
★20万円を上限とした補助金を交付します。
福岡市男女共同参画の推進につながる内容で、広く市民に参加を呼びかけられる企画を募集します 。
（例：講座、講演会、セミナーなど）
募集区分

募集期間

応募方法

補助金なし

４月１日(日) ～ 11月30日(金)
17:00 必着

来館・郵送・FAX
またはメール

補助金あり

４月１日(日) ～ ５月31日(木)
17:00 必着

来館のみ

※「補助金あり」は面接を行います。

【支援内容】

①アミカスを会場とする場合の
会場使用料の免除
②チラシ及び資料の用紙・印刷代
免除
③広報
④打ち合わせ会場の提供
⑤「補助金あり」のみ、20万円
を上限とした補助金の交付

※ 詳しくは、募集要項やアミカスHPをご覧ください。

親子ひろば
申込不要

有 料

親 子

４月５日(木)～
10:00～14:00
１階 子どもの部屋

手あそびや絵本の読み聞かせなどで、親子で遊びましょう。
■日程：4月5日(木)～平成31年3月28日(木) 原則毎週木曜日(全34回)
■対象：乳幼児とその保護者
■定員：各回20組40名(当日先着順)
■費用：１人100円(保険料)／１回
■主催：親と子のひろば“はらっぱＳＵＮ”
■問い合わせ先：TEL＆FAX 092-562-0651（原）

〈編集・発行〉福岡市男女共同参画推進センター・アミカス

〒815-0083

福岡市南区高宮３丁目３－１

代表
TEL：092-526-3755 FAX：092-526-3766 E-mail：amikas@city.fukuoka.lg.jp
図書室 TEL：092-534-7593 FAX：092-534-7595 E-mail：amitosho@city.fukuoka.lg.jp
相談室 TEL：092-526-3788 FAX：092-526-3766 E-mail：amikas.soudan@city.fukuoka.lg.jp
URL：http://amikas.city.fukuoka.lg.jp/
Facebook ページ：https://www.facebook.com/amikasfukuokacity
⻄鉄天神⼤牟⽥線「⾼宮駅」⻄⼝すぐ
⻄鉄バス50・51・52 番「⾼宮駅前」、長丘～高宮循環バス「西鉄高宮駅」すぐ
■開館時間 9:30～21:30 ※日曜・祝日は 17:00 まで
■４月の休館日 10 日(火)、24 日(火)
検 索
アミカス
※４月９日（月）は 17:00 に閉館します。

