
新型コロナウイルス感染症
拡大とジェンダー

久留米女性週間記念事業 

男女平等社会づくり

記念講演記念講演記念講演

上野 千鶴子

演　題

あいさつ

講　師

上映日時

（社会学者）

映 画映 画映 画

①15:30~17:07  ②18:00~19:37

①10:00~11:37  ②15:30~17:07

10 月２日

10 月３日

Kurume ForumKurume Forum

Kurume ForumKurume Forum

えーるピア久留米   視聴覚ホール

１３：００〜

［会場］

えーるピア久留米   視聴覚ホール［会場］

　2012 FAMLEEFILM, LLCC

久留米女性週間記念事業 

りくるめフォーラム２０２１
９月２５日(土)、１０月１日(金)〜７日 (木)

講　演 １３：２０〜

京都大学大学院社会学博士課程修了。国内外の大学で教鞭をとり、1995 年から 2011 年 3 月までは、

東京大学教授。2011 年 4 月から認定 NPO 法人ウィメンズアクションネットワーク（WAN）理事長。

専門は女性学、ジェンダー研究。この分野のパイオニアであり、高齢者の介護とケアも研究テーマ

としている。1994 年サントリー学芸賞を受賞した「近代家族の成立と終焉」（岩波書店）はじめ、

著書多数。近著は「在宅ひとり死のススメ」。

舞台は 1970 年代のアメリカ。LGBT への理解が今よりも乏しかった頃、一組のゲイ・カップルが、
育児放棄された障がいをもつ少年との家族としての愛情を育んでいくさまと、少年を守るため理不尽
な差別や偏見に対して立ち上がる姿を描く。実話を基にした感動のヒューマン・ドラマ。

［あらすじ］カリフォルニアで歌手になることを夢見ながら、ショーダンサーとして日銭を稼いでいるルディは、正義を
信じ世の中を変えようと弁護士になったポールと出会う。ルディは同じアパートに暮らす障がいをもつ少年マルコの母

が逮捕されたため、マルコを引き取ることを決め、3 人は家族のように寄り添って暮らしていた。しかし、周囲は家族

として認めず裁判となり争ったがルディとポールはマルコと離ればなれとなってしまう。マルコの真の幸せはどこに…。

制作年：2012 年　　制作国：アメリカ

時　間：97 分 　　監　督：トラヴィス・ファイン

◉一時保育・手話通訳・要約筆記あり▶要予約
●えーるピア会場　9月21日㈫までに予約をしてください。
●北野・城島会場　9月14日㈫までに予約をしてください。

※予約は、久留米市男女平等推進センター　電話・FAX・E メール・センター窓口にて

TEL. 0942-30-7800 / FAX. 0942-30-7811 / E-mail.danjo-c@city.kurume.fukuoka.jp

◉10 月 2 日㈯・3 日㈰の参加者は駐車無料

  駐車台数に限りがありますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。

久留米女性週間記念事業 

男女平等社会づくり

９月２５日(土)

１０月１日(金) ７日(木)

主  催　久留米女性週間記念事業実行委員会・久留米市

問合せ　久留米市男女平等推進センター

　　　　久留米市諏訪野町 1830-6 えーるピア久留米内

        TEL.0942-30-7800 FAX.0942-30-7811

久留米市男女平等推進センター
[ えーるピア久留米 ]

14:00~16:00 北野会場

13:30~15:30 城島会場

▶

記念講演記念講演記念講演

上野 千鶴子

演　題

講　師

（社会学者）

うえ の　　 ち　 づ　 こ

うえ の 　　 ち づ こ

Kurume ForumKurume Forum１０月３日(日)

１０月３日(日)

１０月２日(土)・３日(日)

あいさつ １３：００〜   講演 １３：２０〜

無 料無 料

事前申込制
抽選

座席指定

２０２１２０２１

チョコレートドーナッツ

入場
無料

・発熱がある方、体調のすぐれない方は、入場をご遠慮ください。

・マスクを必ず着用してください。

・えーるピア１階入り口（正面のみ）のサーモカメラにて検温を行ってください。

・入退場時には、手指アルコール消毒をお願いします。

・密集を避けるため、他の方との距離をとってください。

新型コロナウイルス感染拡大防止

対策のご理解・ご協力のお願い

■新型コロナウイルス感染症の拡大状況などにより、
　日程、人数、会場、内容などについては、変更の可能性があります。

概 要

会　場　［当日参加］ 録画配信　［後日期間限定で配信］

受 付 期 間

申 込 方 法

抽選（申込多数の場合）、座席指定（１７０名）
※席の間隔を空ける等感染対策をして実施

YouTube による動画配信

９月１日（水）１０：００～配信終了前日

申込フォーム・電話・FAX・センター窓口
※氏名、電話番号、一時保育（お子さんの名前、月齢）
　手話通訳・要約筆記の希望有無をお伝えください
※当選者の方のみ、９月２２日頃に座席案内を発送

申込用フォーム
※１０月１５日頃に配信開始
※配信開始２週間で配信終了

９月１日（水）１０：００～９月１５日（水）１７：００

［会場］

新型コロナウイルス感染症
拡大とジェンダー

事前申込制
抽選

座席指定

えーるピア久留米視聴覚ホール
210・211 研修室、301・302 学習室

210・211 研修室、301・302 学習室

①15:30~17:07  ②18:

①10:00~11:37  ②15:30~17:07３日

年代のアメリカ。LGBT への理解が今よりも乏しかった頃、一組のゲイ・カップルが、
育児放棄された障がいをもつ少年との家族としての愛情を育んでいくさまと
な差別や偏見に対して立ち上がる姿を描く。実話を基にした感動のヒューマン・ドラマ。

カリフォルニアで歌手になることを夢見ながら

信じ世の中を変えようと弁護士になったポールと出会う

①15:30~17:07  ②18:

①10:00~11:37  ②15:30~17:07日

年代のアメリカ。LGBT への理解が今よりも乏しかった頃、一組のゲイ・カップルが、
育児放棄された障がいをもつ少年との家族としての愛情を育んでいくさまと
な差別や偏見に対して立ち上がる姿を描く。実話を基にした感動のヒューマン・ドラマ。

カリフォルニアで歌手になることを夢見ながら

への理解が今よりも乏しかった頃、一組のゲイ・カップルが、年代のアメリカ。LGBT
育児放棄された障がいをもつ少年との家族としての愛情を育んでいくさまと

への理解が今よりも乏しかった頃、一組のゲイ・カップルが、年代のアメリカ。LGBT への理解が今よりも乏しかった頃、一組のゲイ・カップルが、年代のアメリカ。LGBT への理解が今よりも乏しかった頃、一組のゲイ・カップルが、年代のアメリカ。LGBT への理解が今よりも乏しかった頃、一組のゲイ・カップルが、年代のアメリカ。LGBT
育児放棄された障がいをもつ少年との家族としての愛情を育んでいくさまと育児放棄された障がいをもつ少年との家族としての愛情を育んでいくさまと
な差別や偏見に対して立ち上がる姿を描く。実話を基にした感動のヒューマン・ドラマ。

①10:00~11:37  ②15:30~17:07

への理解が今よりも乏しかった頃、一組のゲイ・カップルが、への理解が今よりも乏しかった頃、一組のゲイ・カップルが、への理解が今よりも乏しかった頃、一組のゲイ・カップルが、
育児放棄された障がいをもつ少年との家族としての愛情を育んでいくさまと
な差別や偏見に対して立ち上がる姿を描く。実話を基にした感動のヒューマン・ドラマ。

①15:30~17:07  ②18:①15:30~17:07  ②18:

①10:00~11:37  ②15:30~17:07①10:00~11:37  ②15:30~17:07①10:00~11:37  ②15:30~17:07①10:00~11:37  ②15:30~17:07①10:00~11:37  ②15:30~17:07①10:00~11:37  ②15:30~17:07日

への理解が今よりも乏しかった頃、一組のゲイ・カップルが、
育児放棄された障がいをもつ少年との家族としての愛情を育んでいくさまと

への理解が今よりも乏しかった頃、一組のゲイ・カップルが、
育児放棄された障がいをもつ少年との家族としての愛情を育んでいくさまと
な差別や偏見に対して立ち上がる姿を描く。実話を基にした感動のヒューマン・ドラマ。

カリフォルニアで歌手になることを夢見ながらカリフォルニアで歌手になることを夢見ながら

①15:30~17:07  ②18:①15:30~17:07  ②18:①15:30~17:07  ②18:①15:30~17:07  ②18:①15:30~17:07  ②18:①15:30~17:07  ②18:①15:30~17:07  ②18:①15:30~17:07  ②18:①15:30~17:07  ②18:①15:30~17:07  ②18:①15:30~17:07  ②18:①15:30~17:07  ②18:

３３３

への理解が今よりも乏しかった頃、一組のゲイ・カップルが、
育児放棄された障がいをもつ少年との家族としての愛情を育んでいくさまと育児放棄された障がいをもつ少年との家族としての愛情を育んでいくさまと育児放棄された障がいをもつ少年との家族としての愛情を育んでいくさまと育児放棄された障がいをもつ少年との家族としての愛情を育んでいくさまと育児放棄された障がいをもつ少年との家族としての愛情を育んでいくさまと育児放棄された障がいをもつ少年との家族としての愛情を育んでいくさまと
な差別や偏見に対して立ち上がる姿を描く。実話を基にした感動のヒューマン・ドラマ。

カリフォルニアで歌手になることを夢見ながらカリフォルニアで歌手になることを夢見ながらカリフォルニアで歌手になることを夢見ながらカリフォルニアで歌手になることを夢見ながらカリフォルニアで歌手になることを夢見ながらカリフォルニアで歌手になることを夢見ながらカリフォルニアで歌手になることを夢見ながらカリフォルニアで歌手になることを夢見ながらカリフォルニアで歌手になることを夢見ながらカリフォルニアで歌手になることを夢見ながらカリフォルニアで歌手になることを夢見ながらカリフォルニアで歌手になることを夢見ながら

信じ世の中を変えようと弁護士になったポールと出会う

カリフォルニアで歌手になることを夢見ながらカリフォルニアで歌手になることを夢見ながら

信じ世の中を変えようと弁護士になったポールと出会う信じ世の中を変えようと弁護士になったポールと出会う信じ世の中を変えようと弁護士になったポールと出会う信じ世の中を変えようと弁護士になったポールと出会う信じ世の中を変えようと弁護士になったポールと出会う信じ世の中を変えようと弁護士になったポールと出会う信じ世の中を変えようと弁護士になったポールと出会う信じ世の中を変えようと弁護士になったポールと出会う信じ世の中を変えようと弁護士になったポールと出会う信じ世の中を変えようと弁護士になったポールと出会う信じ世の中を変えようと弁護士になったポールと出会う信じ世の中を変えようと弁護士になったポールと出会う信じ世の中を変えようと弁護士になったポールと出会う信じ世の中を変えようと弁護士になったポールと出会う

①10:00~11:37  ②15:30~17:07

年代のアメリカ。LGBT への理解が今よりも乏しかった頃、一組のゲイ・カップルが、
育児放棄された障がいをもつ少年との家族としての愛情を育んでいくさまと
な差別や偏見に対して立ち上がる姿を描く。実話を基にした感動のヒューマン・ドラマ。

①10:00~11:37  ②15:30~17:07

への理解が今よりも乏しかった頃、一組のゲイ・カップルが、
育児放棄された障がいをもつ少年との家族としての愛情を育んでいくさまと
な差別や偏見に対して立ち上がる姿を描く。実話を基にした感動のヒューマン・ドラマ。

への理解が今よりも乏しかった頃、一組のゲイ・カップルが、への理解が今よりも乏しかった頃、一組のゲイ・カップルが、

①15:30~17:07  ②18:

①10:00~11:37  ②15:30~17:07

への理解が今よりも乏しかった頃、一組のゲイ・カップルが、

①10:00~11:37  ②15:30~17:07日日

年代のアメリカ。LGBT
育児放棄された障がいをもつ少年との家族としての愛情を育んでいくさまと
な差別や偏見に対して立ち上がる姿を描く。実話を基にした感動のヒューマン・ドラマ。

カリフォルニアで歌手になることを夢見ながら

への理解が今よりも乏しかった頃、一組のゲイ・カップルが、
育児放棄された障がいをもつ少年との家族としての愛情を育んでいくさまと
な差別や偏見に対して立ち上がる姿を描く。実話を基にした感動のヒューマン・ドラマ。

カリフォルニアで歌手になることを夢見ながら

①15:30~17:07  ②18:①15:30~17:07  ②18:

日

①15:30~17:07  ②18:①15:30~17:07  ②18:

①10:00~11:37  ②15:30~17:07

への理解が今よりも乏しかった頃、一組のゲイ・カップルが、
育児放棄された障がいをもつ少年との家族としての愛情を育んでいくさまと
な差別や偏見に対して立ち上がる姿を描く。実話を基にした感動のヒューマン・ドラマ。

カリフォルニアで歌手になることを夢見ながら、ショーダンサーとして日銭を稼いでいるルディは

信じ世の中を変えようと弁護士になったポールと出会う

①15:30~17:07  ②18:

①10:00~11:37  ②15:30~17:07日

への理解が今よりも乏しかった頃、一組のゲイ・カップルが、
育児放棄された障がいをもつ少年との家族としての愛情を育んでいくさまと

①15:30~17:07  ②18:

育児放棄された障がいをもつ少年との家族としての愛情を育んでいくさまと
な差別や偏見に対して立ち上がる姿を描く。実話を基にした感動のヒューマン・ドラマ。

カリフォルニアで歌手になることを夢見ながら、カリフォルニアで歌手になることを夢見ながら

①15:30~17:07  ②18:

３

年代のアメリカ。LGBT
育児放棄された障がいをもつ少年との家族としての愛情を育んでいくさまと
な差別や偏見に対して立ち上がる姿を描く。実話を基にした感動のヒューマン・ドラマ。

カリフォルニアで歌手になることを夢見ながら

３

信じ世の中を変えようと弁護士になったポールと出会う信じ世の中を変えようと弁護士になったポールと出会う

３

年代のアメリカ。LGBT
育児放棄された障がいをもつ少年との家族としての愛情を育んでいくさまと
な差別や偏見に対して立ち上がる姿を描く。実話を基にした感動のヒューマン・ドラマ。

カリフォルニアで歌手になることを夢見ながら

信じ世の中を変えようと弁護士になったポールと出会う

カリフォルニアで歌手になることを夢見ながら

①10:00~11:37  ②15:30~17:07

への理解が今よりも乏しかった頃、一組のゲイ・カップルが、
育児放棄された障がいをもつ少年との家族としての愛情を育んでいくさまと
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市民ギャラリー

など

２１０・２１１
３０１・３０２

18:00〜20:00

9:30〜21:00  〔 展　示 〕    １０月１日〜１０月７日まで

女性に対する暴力根絶の願いを込めて

13:00〜15:00　〔記念講演〕
新型コロナウイルス感染症拡大と
ジェンダー

13:00〜15:00　〔記念講演〕
サブ会場

パープルツリーを作ろう

9:30〜16:00　〔 展　示 〕    １０月１日〜１０月７日まで

10:00〜12:00　〔市民企画ワークショップ〕
ミモザの花を咲かせよう

10:00〜16:00

女性に対する暴力根絶の願いを込めて
パープルツリーを作ろう14:00〜17:30　 10 代の子どもと関わる

大人が知っておきたい L G B T Q+

〔市民企画
　ワークショップ〕

〔市民企画
　ワークショップ〕

タイムスケジュール

新型コロナウイルス感染者が、当施設を利用したことが判明した

場合、感染経路の確認及び感染拡大防止のため、連絡先カードに

記載した個人情報（氏名、連絡先、利用時間）を久留米市新型コ

ロナウイルス対策本部に提供及び利用することがあります。

ご来場の際、切り取ってご記入の上お持ちいただくと

スムーズに入場できます。

市民企画 < えーるピア会場 >

市民企画 < 地域会場 >

展示　 2 階 市民ギャラリー・活動交流広場

バザー
1 階　エントランス・芝生広場
2 階　２０９研修室

10/2 (土 )

10/3(日 )

10/2 (土 )

3(日 )

18：00 ～ 20：00  ＜ 210・211 研修室＞ 
講演・ワークショップ  ( 企画団体 / あいたた倶楽部 )　
演題：「10 代の子どもと関わる大人が知っておきたい LGBTQ+」
              Proud Futures 共同代表　小野アンリ    向坂あかね
              LGBTQ+ の基礎知識や子どもの居場所作り等を共に学びます。

14：00 ～ 16：00
会場：北野生涯学習センター２Ｆ　視聴覚室
             久留米市北野町中 273-1   TEL.0942-78-2308  FAX.0942-78-7283
演題：「落語で学ぶ男女平等」
講師：福々亭金太郎
　　　農業地域に残る性別役割分担、改めて男女平等を学びます。( 企画団体 / 北野女性ネットワーク )
問合せ先：小坪　090-7297-7427　

10：00 ～ 12：00 < エントランス >
ワークショップ ( 企画団体 /her ストーリー )

「ミモザの花を咲かせよう」～男女平等推進センター２０周年に寄せて～
男女平等に対する多くの人の思いをミモザの花にして咲かせます。

2 ㈯ 14：00 ～ 17：30　/ 3 ㈰ 10：00 ～ 16：00 < エントランス >
ワークショップ ( 企画団体 / S・ぱ～ぷるリボン）

「女性に対する暴力根絶の願いを込めてパープルツリーを作ろう」
女性に対する暴力根絶の象徴パープルリボンでツリーを作りましょう。

10/1 ㈮～ 10/7 ㈭  9:30 ～ 21:00 

※ 10/3 ㈰、10/7 ㈭のみ 9:30 ～ 16:00

10/2 ㈯  14:00 ～ 17:30

10/3 ㈰     9:30 ～ 16:00

団　体　名 内 　　　　容

I女性会議久留米支部 世界各国の女性解放や男女平等推進の広報ポスターをパネルで展示

久留米市食生活改善推進員協議会 災害時に役立つ食生活とアイデアメニュー、レシピ配布

フォーピース 戦争の歴史やそれに伴う人々の生活の変化

特定非営利活動法人久留米地球市民ボランティアの会 ミャンマー軍事クーデターと戦う現地住民・在日の方々の写真展

新日本婦人の会久留米支部 活動内容（平和活動、ジェンダー問題等）の展示、各種サークルの紹介

久留米信愛短期大学（10/2・3 のみ） 授業で学生が学び、学生が考えた「食」課題解決の展示

国際ソロプチミスト久留米（10/2・3 のみ） 活動内容の紹介展示、ハビタットの世界の子供達の絵画展示

男女平等政策課 男女共同参画社会づくり表彰について

男女平等推進センター 男女平等推進センター２０年のあゆみ

団　体　名 内 　　　　容

あぐりんネット 野菜、漬物、イチゴの加工品など

不思議の国のアリス 作業所で作ったブレスレット、デコパージュの石けんなど

JA くるめ女性部　朝市の会 地元でとれた野菜等の農産物　　　　　　　　　　　　 　　（芝生広場）

JA くるめ女性部　加工の会（10/3 のみ） 地元産の野菜等を使用した加工品   （弁当、漬物など）　　　　  （芝生広場）

特定非営利活動法人久留米地球市民ボランティアの会 フェアトレード商品（バック、小物入れ、眼鏡ケースなど）

華おりのどらやき 各種どらやき、チーズ饅頭、焼き菓子、杏仁豆腐、プリンなど

特定非営利活動法人　ろうあ工房つつじ 布製小物（バック、エプロンなど）

Ｓ・ぱ～ぷるリボン（ぱ～ぷる工房） 工房で作った絣小物、布草履、ビーズ、一閑張など

久留米信愛短期大学 学生と企業のコラボ商品の販売～くるめ信愛菓・ココナッツドーナツ

久留米市身体障害者福祉協会女性部 水引を使ったアクセサリー、祝儀袋、点字の紙を使ったミニ袋

城島女性ネットワーク きのこ、スープ、帽子、マスク、ちりめん細工など

北野女性ネットワーク（10/3 のみ） 北野くんちの伝統料理（さば寿司、かます寿司）、朝市の惣菜、新鮮野菜など

国際ソロプチミスト久留米 - アウラ（10/3 のみ） 食料品や日用雑貨などの新品を低価格にて販売　　　　 （２０９研修室）

連絡先カード

氏　名

ふりがな

連絡先（電話番号）

利用日時

（　　　　）　　　　　ー

月　　　日

午前　　　　   ・　午後　　

久留米女性憲章

わたくしたちは、「男女共同参画社会　久留

米」をめざし、人間としての自立と平等を基本

理念として、家庭で、学校で、職場で、地域で、

生涯を通じ、男女がともにのびやかに豊かに生

きる新しいまちづくりを進めるために、この憲

章を定めます。

　１. 男女平等をあらゆる場、あらゆる機会で

　　　進めます。

　２．男女がともに自立し、いきいきと暮らせ

　　 るまちをつくります。

　３. 男女があらゆる分野にともに参画できる

　 まちをつくります。

久留米女性週間：憲章制定日より１週間

（昭和６３年１０月１日制定）

　
キ
リ
ト
リ
線

10/2 (土 )

10/3 (日 )

9/25(土 )

9/25(土 )

13：30 ～ 15：30
会場：城島校区コミュニティセンター　集会室　　
　　　久留米市城島町楢津 743-2　TEL.0942-55-3205  FAX.0942-55-3205
演題：「みんなで考える防災のまちづくり」～朝倉災害母子支援センター「きずな」の 取組みから～
講師：大庭きみ子（朝倉市議会議員）
　　　 講師の体験から、男女共同参画視点で防災のまちづくりを学びます。 ( 企画団体 / 城島女性ネットワーク )
問合せ・申込先：中島　0942-62-2019

事前申込制

地元産の野菜等を使用した加工品   

特定非営利活動法人久留米地球市民ボランティアの会 フェアトレード商品（バック、小物入れ、眼鏡ケースなど）

各種どらやき、チーズ饅頭、焼き菓子、杏仁豆腐、プリンなど

布製小物（バック、エプロンなど）

工房で作った絣小物、布草履、ビーズ、一閑張など

学生と企業のコラボ商品の販売～くるめ信愛菓・ココナッツドーナツ

水引を使ったアクセサリー、祝儀袋、点字の紙を使ったミニ袋

きのこ、スープ、帽子、マスク、ちりめん細工など


