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13:00～15:00

開館25周年記念
オンライン大交流会

10:00～11:40

録画配信（県民企画）

※基調講演のみ、11/28（日）～12/4（土）録画配信

13:00～14:30

基調講演

ライブ配信（県民企画）

ライブ配信（県民企画）
10:00～12:00

13:50～ 講師 内閣府男女共同参画局長林伴子さんと
センター長のトークライブ配信

映画上映（県民企画）
10:00～12:00

10:30～12:00
◆大人の学びをデザインする 華一会◆

オンライン場づくりやってみよう！

13:00～15:00

13:00～15:30

13:00～16:00

14:00～16:00

15:00～17:00

◆空間再生事業 劇団GIGA◆

ガルシア・ロルカ悲劇三部作上演プロジェクト報告会

◆KSU_Yゼミ’21◆

就活生プレゼンツ
～改正育休法による変化とこれから～

◆ふくおか県「翼の会」◆

地域に広がれジェンダー平等
～覗いてみればみな翼～

◆日本BPW北九州クラブ◆

変革の時代のワークとジェンダー平等
～若者たちへ～

◆那珂川市男女共同参画地域づくり推進委員会「座・しゃくなげ」◆

防災「みんなで助け合う」女性の参画とその必要性（コロナバージョン）

◆かたって、つないで◆

かたつなカフェ
～もっと、政治を身近に感じるワークショップ～

◆（特非）福岡ジェンダー研究所◆

『事実婚と夫婦別姓の社会学』の著者から選択的夫婦別姓を学ぶ

◆ECOハッピーブレインクラブ北九州◆

コロナ時代により明るく元気に輝くためにLOVE MYSELF

◆福岡女子大学体験学習「男女共同参画の学びと発信＠あすばる」◆

＃名字 ＃一緒 これって当たり前？

13:00～14:30
◆Global Reporter in Japan◆

日本人と外国人からみたジェンダーの支援
～外国人 育パパの本音トーク～

◆（特非）アジア女性センター◆

コロナ禍の移住女性
～エスニックコミュニティによる共助の限界～

講演会

◆グリーンコープ生活協同組合ふくおか◆

お母さんが働くとき
～夫婦で考える妻が働く時の税と社会保障～

対談

講演会

報告会 パネルディスカッション

パネルディスカッション

講演会

寸劇

ワークショップ

講演会

講演会

講演会

◆CORAL◆

エンジニアの詩子さんと
アメリカからトークライブ！

講演会

パネルディスカッション ワークショップ

◆（特非）博多ウィメンズカウンセリング◆

もっと‼を実現できない若年女性たち
～コロナ禍でのリアル～

講演会

◆（特非）久留米10万人女子会◆

コロナ後をどう生きる？
～育児、介護の地域力をあげて私たちが望む社会へ～

ワークショップ

◆福岡県弁護士会◆

来たれ、リーガル女子！in福岡2021
ワークショップ

◆NPO法人 Rainbow Soup◆

新たな時代の「男女共同参画・多様性社会」とは

対談 ワールドカフェ

◆愛HUG会あすばるフォーラム有志実行委員会◆

らしさを認める人づくり
～個育てエッセンス～

ワークショップ

報告会

パネルディスカッション

◆男女共同参画ネットワーク春日◆

昔を知り 今を知る 未来は変えられる！！
映画「ビリーブ 未来への大逆転」

会場:クローバーホール
12/3（金）13:30～15:30 感想会

会場:501研修室

映画上映

全プログラムを、あすばるホームページの特設サイトから
配信します。
また、基調講演の動画は、クローバープラザと県内21か所
に設置する視聴会場でもご覧いただけます。
詳しくは、あすばるホームページをご覧ください。

※本企画のみ、クローバープラザで開催

タイムテーブル（予定）
13:00 オープニング 13:40 あすばるのあゆみ
13:10 お祝いメッセージ 14:00 交流の時間
13:35 乾杯 15:00 写真撮影・閉会

対談

講演会

あすばる男女共同参画フォーラム2021
全プログラム

感想会

パネルディスカッション

11/27（土）

15:00
～ 12/4（土）

17:00

対談



【専門相談】（電話）

【総合相談】（性別問わずどなたでもご利用できます）

【専門相談】（面接） 要予約（092-584-1266）

男性のための電話相談

092-584-4977
男性臨床心理士がお受けします。
第1・3土曜日 14:00～16:00
第2・4金曜日 18:00～20:30（祝日は除く）

仕事と生き方のステップアップ相談
キャリアコンサルタントが面談します。
第2・4土曜日 13:00～16:00

女性のための法律相談 女性弁護士が面談します。
第1・3水曜日 13:00～16:00

女性のためのこころと生き方相談 女性臨床心理士が面談します。
第1・2・3木曜日 13:00～16:00

子育て女性就職相談
就業コーディネーターが面談します。
第４水曜日 10:00～12:00

相談ホットライン メール相談

092-584-1266
女性相談員がお受けします。
※面接相談（女性のみ）は、電話予約が必要です。
9:00～17:00（8/13～15、年末年始は除く）
金曜は夜間も可 18:00～20:30（祝日は除く）

電話では相談しにくい方が気軽に相談できるよう、
メール相談をしています。

あすばるホームページよりご相談ください。
※回答は相談室からメールで後日送ります。

https://www.asubaru.or.jp/108185.html

各地区配偶者からの暴力相談電話

筑紫 ０９２-５８４-００５２

粕屋 ０９２-９３９-０５１１

糸島 ０９２-３２３-００６１

宗像
遠賀

０９３-２０１-２８２０
０９４０-３７-２８８０

嘉穂
鞍手

０９４９-２２-４０７０
０９４８-２９-００７１

田川 ０９４７-４２-４８５０

北筑後
０９４２-３４-８１１１
０９４６-２４-５７８０

南筑後
０９４３-２３-７５２０
０９４４-７３-３２００

京築 ０９３０-２３-２４６０

月～金 8:30～17:15
※祝日・年末年始は除く

北九州市配偶者暴力
相談支援センター

０９３-５９１-１１２６

火～金 10:00～20:00
（木は不定期で10:00～17:00の場合あり）
土・日 10:00～17:00 ※祝日・年末年始は除く

福岡市配偶者暴力
相談支援センター

０９２-７１１-７０３０

月・水・木・金 10:00～17:00
火 10:00～20:00 ※祝日・年末年始は除く

男性DV被害者のための相談ホットライン

０９２-５７１-１４６２
毎週水・木 17:00～20:00

金 12:00～16:00

※祝日・年末年始は除く。来所相談は要予約

ひとりで悩まずに、まずは
ご相談ください

◆◆◆◆◆ 福岡県内のDV相談窓口 ◆◆◆◆◆

福岡県配偶者からの
夜間・休日暴力相談電話

０９２-６６３-８７２４

月～金 17:00～24:00
土・日・祝 9:00～24:00 ※年末年始は除く

第２火曜日 12:00～16:00 
第４火曜日 17:00～20:00

※祝日・年末年始は除く
来所相談は要予約

LGBTの方の
DV被害者相談
ホットライン

０８０-２７０１-５４６１

あすばる

問い合わせ：福岡県男女共同参画センター「あすばる」
〒816-0804 福岡県春日市原町3丁目1-7（クローバープラザ内）
情報支援課/TEL：092-584-3739 FAX：092-584-1262
事業推進課/TEL：092-584-1261 E-mail：info@asubaru.or.jp

◆◆◆◆◆ 福岡県からのお知らせ ◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆ あすばる相談ホットライン ◆◆◆◆◆

女性と社会のつながり支援事業を実施しています
初開催！変化の時代をリードする女性人材育成強化事業

WOMEN’S BUSINESS  CAMP参加者募集！！

●コロナ禍において困難な状況を抱えている女性を支援する「女性と社会の

つながり支援事業」を実施しています。電話・SNS等での相談対応、交流

会等の居場所の提供、公的機関へのつなぎ等により、社会とのつながりの

回復を支援します。

※詳細はHPをご覧ください（https://tsunagirl2021.wixsite.com/-site）

●当事業の一環として、LINEでも相談を受け付けています。

人間関係のこと・家族のこと。どんなことでも結構です。

ひとりで悩まず、相談してみませんか。

（右のQRコードからアクセスできます）

【事業受託先】(一社)ソーシャルワーク・オフィス福岡

●福岡県では、県内で働く女性の方々を対象に、課長相当・係長相当・若手の階層別の

人材育成プログラム「WOMEN’S BUSINESS CAMP」を開講します。

●この事業は、各階層に必要な課題解決力やエネルギー問題・DXなど最新のビジネス

課題への対応力の養成に向けて、スキルやマインド習得のための講義やワークショッ

プに加え、自社の課題解決のための社内提案書を作成する実践的な女性人材育成事業

です。

※詳細はHPをご覧ください（ https://psys.info/wp/?p=1842 ）

【問合せ先】「ウイメンズ・ビジネス・キャンプ」事務局

（株）サイズラーニング内

Tel：092-791-5442 Mail：info@psys.info


