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カフェ＆マーケット

バザー

福岡市男女共同参画推進センター・アミカス
福岡市南区高宮 3-3-1

西鉄天神大牟田線「高宮駅」西口すぐ

092-526-3755 ℻℻ 092-526-3766

さと

主催／福岡市（福岡市男女共同参画推進センター・アミカス） 協賛／いやしの街 高宮商店街振興組合

はずれなしスタンプラリー

2金

11

11

もっと、グッと、ストリート

対 象 小学生以上

発表・展示コーナー

13:00 〜 15:30（開場 12:30）

●パパ・ママ一緒に手づくり

①記念式典・講演会

30 周年を記念し募集した「アミカスショートドラマ」の脚本表彰と
その作品の上演。 上演：シニア劇団「おやくじら」

「おひとりさまの老後に備える知恵と工夫」
〜超高齢社会を安心して生きるための男女共同参画〜

中澤まゆみ

3 土 ・4 日 開催 !!

ノンフィクション・ライター

親と子のひろば ” はらっぱ SUN”

●バルーン・アートを楽しもう！

夢バルーンの会

●世界のことばで遊ぼう！

●貴方のステージ☆彡！ちょっとお洒落にしてみませんか！
！

ヒッポファミリークラブ高宮 Ⓐ

イベントパートナー・シャルル Ⓑ

●遺言・相続の無料相談会と相続法改正を含むミニセミナー！
！
●はらっぱで遊ぼう

●ドイツ・オランダ花のペインティング

行政書士の会すまいる Ⓒ
遊友はらっぱ

ヨーロピアン・フォークアート

●みんなちがってみんないい「私らしい片づけのカタチ」

Team-FUKくらし片づけ隊

●シュタイナーの手仕事カフェとライアーの音色

糸つむぎ Ⓓ

●五行歌「大人の絵日記」展

●一緒に縫おうABC キルト

対 象 どなたでも
（乳幼児も入場可）

●抹茶でティータイム

②ビッグバンド ジャズコンサート
Fukuoka City Jazz Orchestra

with 松浦真寿美（Vocal）

福岡市職員等で構成されたジャズバンドの演奏。

3土

13:00 〜 15:30（開場 12:30）

ひかり保育園、福岡音楽学院附属幼稚園、
西南学院大学人形劇団ゴスペルアクターズ、
福岡女学院大学ハンドベル部、福翔高校吹奏楽部

4日

④トークショー＆フルート演奏
中西久美 フルート奏者、フリーアナウンサー
対 象 小学生以上

13:30 〜 14:45（開場 13:00）

●これからの社会に私たちが出来ること
●リラックスヨーガ

〜いま・ここから笑顔になる〜

ストレッチ編九州サークル

ぼらんてぃあグループ「スワンの会」

あすかハートフルハウス Ⓖ

アミカス指定管理者（バザー）、新生堂薬局（健康＆美容イベント）、
ひまわりパーク六本松（雑貨販売）、夢ぽけっと
（焼き菓子販売）

※出展日はグループによって異なります。 ※Ⓐ〜Ⓖはミニセミナーも開催。

ミニセミナー＆ワークショップ

①10：00〜11：50 軽運動室B リラックスヨーガ

Ⓖ

②11：00〜11：50

視聴覚室 冬こそ「鍋帽子」

Ⓔ

③12：00〜13：00

視聴覚室 遺言・相続の基礎知識

Ⓒ

④14：30〜14：50

音楽室

ライアー演奏

Ⓓ

⑤15：00〜16：00

音楽室

親子でできる多言語ワークショップ

Ⓐ

⑥16：00〜17：00

音楽室

司会者が語る楽しいイベントの演出秘話

Ⓑ

⑦10：00〜11：50 軽運動室B リラックスヨーガ

Ⓖ

⑧10：30〜11：30

和室

楽しく学ぼう！男女共同参画大カルタ会！

Ⓕ

⑨11：30〜11：45

音楽室

テーブル人形劇

Ⓓ

⑩15：00〜16：00

音楽室

司会者が語る楽しいイベントの演出秘話

Ⓑ

⑪15：30〜16：30

和室

楽しく学ぼう！男女共同参画大カルタ会！

Ⓕ

女性起業家と高宮商店街のスペシャル出店。ハンド
メイドアクセサリーや雑貨、リラクゼーションケア
など。カレー、お弁当、お菓子、コーヒーの販売もあります。

〜幸せになるには〜（48 の WHYに基づいて）

厚切りジェイソン タレント、IT 企業役員
参加の
ご案内

①記念式典・講演会 ②ジャズコンサート
③アフタヌーン・ステージ ④トークショー ⑤講演会

申込方法

①②……電話、FAX、メール、ホームページ申し込みフォームで
④⑤
「イベント番号、氏名、電話番号」をお知らせください。

手話通訳

①④⑤…ご希望の方は 10 月 19 日（金）までにお知らせください。

託

①〜⑤…無料。生後６か月〜小学３年生。
（先着各 20 名程度）

定 員 各回 300 名（先着順）

10 月 23 日（火）までにお申し込みください。

電話、FAX、メール、ホームページで「イベント番号、氏名、
住所、
電話番号、
お子様の名前と年齢」
をお知らせください。
①②④⑤の参加者に抽選で素敵な景品をプレゼント！
抽選会は各イベント終了後、20 分程度。

申し込み
問い合せ

●ストレッチ編みとポリマークレイ

AMIKAS HAPPY MARKET

なんでやりたいことをやらないの？

抽 選 会

FNA

●私たちが今できる！世界とつながる国際協力 特定非営利活動法人 NGO 福岡ネットワーク

※①と⑦、⑥と⑩、⑧と⑪は同一内容です。

⑤WHY JAPANESE PEOPLE!

児

福岡市男女共同参画推進サポータークラブ Ⓕ

11/4 日

10:00 〜 11:00（開場 9:30）

会 場 ４階ホール 参加費 無料

●アジアングッズ・マーケット

福岡友の会 Ⓔ

茶の湯を楽しむ会

11/3 土

③アフタヌーン・ステージ

対 象 小学生以上

●楽しく学ぼう！男女共同参画大カルタ会！

ゆうあいショップ

対 象 どなたでも
（乳幼児も入場可） 当日先着順（申込不要）

11

ABC キルトの会

●生活 de かんきょう −環境を守る暮らしを願って−

19:00 〜 20:00（開場 18:30）

11

福岡市「五行歌」歌人会

アミカス 30 周年記念祭プレ企画

女性議員を増やせる法律ができたよ。えっ日本に！

詳細は
ホームページ
参照

世界の女性議員急増の謎に迫る

10 月 20 日（土）14:00 〜 16:00
申込不要・無料・託児あり（要予約）
主催「地域で男女共同参画を ! 〜拡げようネットワーク」実行委員会
TEL/FAX 092-641-8255（丹生）
自分も相手も大切にするコミュニケーション

平木典子先生アサーション講演会

10 月 28 日（日）14:00 〜 16:00
要申込・参加費（500 円）・託児あり（要予約）
主催 一般社団法人 日本グラン・クール協会
TEL 092-406-4545（高木） FAX 092-525-2129

福岡市男女共同参画推進センター・アミカス
092-526-3755 ℻ 092-526-3766

amikas@city.fukuoka.lg.jp

