
内　　　　　　　容

久留米の「食」その課題と解決方法についてポスター展示、久留米産の野菜を使ったレシピ紹介
ハビタットの絵画展示
【展示】ミャンマーの文化や民族、現状等を写真を中心として紹介する。
【バザー】ミャンマーの手工芸品の紹介と途上国のフェアトレード商品の販売
ちぎり絵等の実演・オカリナや手作り小物等の展示

赤飯と野菜たっぷりの豚汁のセット
福岡県産きのこを使った学生考案レシピ料理の提供

K U R U M E  F O R U M

入場無料
久留米市男女平等推進センター
「えーるピア久留米」

10.1土▶ 7金

市民企画の講演や展示・バザーなどの催しもあります。
新型コロナウイルス感染症の予防対策をしたうえで実施します。

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

久留米女性週間記念事業
男女平等社会づくり

北野生涯学習センター9.24土北野会場
13：30～15：00市民企画

市民企画
城島保健福祉センター9.25日城島会場
13：30～15：30

10.2日 
10.1土 ▶ 2日映　　画

田中 優子
た  な か  ゆ う  こ

記念セレモニー  13：00～
   講     演 　  13：20～
演　題

講　師

女性のちからが
社会を変える

法政大学名誉教授・前総長
東京都男女平等参画審議会会長

記念講演

K U R U M E  F O R U M

久留米女性週間記念事業 男女平等社会づくり
9月24日・25日
10月1日～7日

田中 優子
た  な か 　  ゆ う  こ

記念セレモニー 13：00～　講    演 13：20～
演　題

講　師

女性のちからが社会を変える
法政大学名誉教授・前総長
東京都男女平等参画審議会会長

入場無料

映　画 10月1日（土）・2日（日）

専門は日本近世文化・アジア比較文化。研究領域は、江戸時代の文学、美術、生活文化。 『江戸の
想像力』で芸術選奨文部大臣新人賞、『江戸百夢』で芸術選奨文部科学大臣賞・サントリー学芸賞。
2005 年度紫綬褒章。近著に『江戸から見ると』『苦海・浄土・日本』『江戸問答』『遊廓と日本人』、
著書に『カムイ伝講義』『布のちから』など多数。サントリー芸術財団理事、週刊金曜日編集委員、
コメンテーターとして月一回「サンデー モーニング」に出演。 

映画「スキャンダル」は、2016年にアメリカで実際に起こった、女性キャスターへのセクハラ騒動を描いている。
世界的な“＃ＭｅＴｏｏ”ムーブメントの先駆けとなった事件が、初めて映画化された。
アメリカニュース放送局で視聴率Ｎｏ１を誇る「ＦＯＸニュース」に激震が走った!
クビを言い渡されたベテランキャスターが、ＴＶ業界の帝王と崇められているＣＥＯを告発したのだ。愕然とする
局内。看板番組を背負う売れっ子キャスターは、自身の成功までの過程を振り返り心中穏やかではなくなってい
た。一方、メインキャスターの座を狙う貪欲な若手キャスターは、ＣＥＯに直談判するためのチャンスを得たが・・・。

記念講演 10月2日（日）　

◉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20日(火)までに予約をしてください。
　● 北野・城島会場　9月13日(火)までに予約をしてください。

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.lg.jp

予
約

10月1日（土）・2日（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。

・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。

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 ・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。

会　場 録画配信 [ 後日期間限定で配信 ]

概　　要

受付期間

申込方法

抽選（申込多数の場合）
メイン会場（220名程度）サブ会場（140名程度）
※申込後、当選された方のみの入場となります。

9月1日（木）10:00 ～ 9月14日（水）17:00

申込用フォーム・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日頃に案内を発送

YouTubeによる動画配信

9月1日（木）10:00 ～ 配信終了前日

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

時間:108分　制作年：2019年　制作国：アメリカ・カナダ合作
コピーライト：©Lions Gate Entertainment Inc.スキャンダル

１０月１日（土）①10：00~11：48 ②13：00~14：48 ③15：30~17：18 ④19：00~20：48

１０月２日（日）  ①10：00~11：48 ②15：30~17：18
上映時間

展  示

バザー

2階 市民ギャラリー
団　　体　　名

団　　体　　名 内　　　　　　　容

団　　体　　名 販　売　品　目

団　　体　　名 販　売　品　目

2階 活動･交流スペース・２０５学習室・２０６学習室

1階 エントランス・芝生広場

3階 調理実習室

●10月1日（土）~10月7日（金）9:30~21:00 ※10/２(日）および10/7（金）は～16：00

●10月1日（土） 9:30~21:00・10月2日（日） 9:30~16:00

●10月1日（土）・10月2日（日） 9:30~16:00

●10月1日（土）・10月2日（日） 11:00～

女性会議　久留米支部
あいたた倶楽部
Ｓ・ぱ～ぷるリボン
クラブ絵Ｄ
久留米工業高等専門学校
久留米市食生活改善推進員協議会
女性史研究会久留米
新日本婦人の会　久留米支部
久留米市男女平等政策課
久留米市男女平等推進センター

久留米信愛短期大学
国際ソロプチミスト久留米
特定非営利活動法人 久留米地球市民ボランティアの会
（２０５学習室）
新日本婦人の会　久留米支部〈10/1(土)のみ〉
（２０６学習室）

I

あぐりんネット
あすなろ〈10/2(日)のみ〉
Ｓ・ぱ～ぷるリボン（ぱ～ぷる工房）
ＮＰＯ法人つながろう・アースフレンズ不思議の国のアリス
華おりのどらやき
北野女性ネットワーク〈10/2(日)のみ〉
久留米市身体障害者福祉協会女性部
久留米市ろうあ協会　女性委員
国際ソロプチミスト久留米ーアウラ〈10/2(日)のみ〉
JAくるめ女性部 朝市の会〈10/1(土)のみ〉
JAくるめ女性部 加工の会〈10/1(土)のみ〉
城島女性ネットワーク
農業問題を考える女性の会〈10/2(日)のみ〉
ぽこあぽこ
ボナペティ
ろうあ工房つつじ

城島女性ネットワーク
久留米信愛短期大学〈10/2(日)のみ〉

事前申込制
抽  選

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
LGBTQ+に関する基礎知識等の展示
DVとは何かの基礎知識、DV根絶に向けたメッセージ等の展示
「LOVE&PEACE」をテーマとしたグラフィックデザイン等の展示
ものづくりを通した理工系進路へのジェンダーギャップ解消のための是正活動
食進会の趣旨の紹介、生活習慣病を予防するための啓発
久留米に在住した女性の明治～昭和までにおかれてきた状況や人物の展示
「里山にどんぐりをうえよう」「子育て支援」「平和」等の活動内容の紹介
男女共同参画社会づくり表彰の受賞者紹介
男女平等推進センター20年のあゆみ

野菜・漬物・イチゴの加工品、弁当 等の販売
腕カバー、バッグ、小物、裂き織り作品
絣小物・布草履・一閑張・ビーズ作品
手作り作品の販売
どらやき・チーズ饅頭・杏仁豆腐・黒ゴマミルクプリン・華わらび・冷やしぜんざい 等
北野の新鮮野菜・郷土料理（さば寿司、かます寿司）・おはぎ 等
布を使った小物・水引でのアクセサリー・使用済みの点字用紙で作ったポチ袋
コーヒー・ジュース 等
家庭にある品物（食料品・タオル・陶器類）等
地元で採れた野菜等農産物及び漬物の販売
地元農産物を使った加工品（弁当、大豆おこわ、ドレッシング、柿酢）等の製造販売
きのこ類・スープ・手づくりの帽子・マスク・パン 等の販売
無農薬米で作ったおにぎらず（おにぎりサンド）と無農薬米の販売
手作り雑貨小物・洋服（ベスト・パンツ・スカート）の販売
帯バッグ・あずま袋・古布から作る服 等の販売
エプロン・ポーチ・バッグ 等の販売

[メイン会場] 視聴覚ホール
[サブ会場] 210・211研修室、301・302学習室 事前申込制

抽 選

[会場]  視聴覚ホール



視聴覚ホール会場
時間

２１０・２１１〈研修室〉 301・302〈学習室〉 市民ギャラリー／エントランス ほか

K U R U M E  F O R U M

久留米女性週間記念事業 男女平等社会づくり

10.1土
視聴覚ホール ２１０・２１１〈研修室〉 301・302〈学習室〉 市民ギャラリー／エントランス ほか

えーるピア久留米会場

10.2日
えーるピア久留米会場

市民企画

会場
時間

10：00～11：48

「スキャンダル」

「女性と貧困~コロナ禍の
                     現場から見えたその現実」

映 画

13：00～14：48

「スキャンダル」

15：30～17：18

「スキャンダル」

19：00～20：48

18：30～20：30

10：00～12：00

「スキャンダル」

「リケジョが
教えるSTEAM講座」

バザー展 示

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。

⒈男女平等をあらゆる場、あらゆる機会で進めます。
⒉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。
⒊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10月1日より1週間(昭和63年10月1日制定）

10/1（土） 13：00～15：00 

12：00
〜

15：00

9：30
〜

12：00
9：30
〜

21：00

9：30
〜

16：00

15：00
〜

18：00

12：00
〜

15：00

9：30
〜

12：00

15：00
〜

18：00
〜

プロフィール
元朝日新聞社の記者、論説委員を経て和光大学教授、2019年から名誉教授。2009年、
貧困ジャーナリズム大賞受賞。『ルポ雇用劣化不況』で日本労働ペンクラブ賞受賞。
最新刊『賃金破壊～労働運動を「犯罪」にする国』

「女性と貧困～コロナ禍の
　　現場から見えたその現実」

演 題

講 師 :竹信 三恵子 ジャーナリスト
和光大学名誉教授

２１０・２１１研修室（３０１・３０２学習室）

コロナ禍は「女性の貧困」と呼ばれる。何故？解決はどうするの？

10：00～11：48
「スキャンダル」

15：30～17：18
「スキャンダル」

「トランスジェンダー
　　　　  のリアル」講師
小野 アンリ､河上 りさ
モデレーター：向坂 あかね

10：00～12：00
「子どもの権利から
 新標準服を考える」
講師：池田 良子

10：00～12：00
「記憶をつむいで
      未来につなぐ」

10：00～12：00
「高校生と考える
 ジェンダー・フリー社会」

パネリスト：綾戸 麗子 ほか

15：30～17：30
「女性・子どもの貧困を
  考えてみませんか？」
シンポジスト：田村 貴美子
　　　　丹生 秀子 ほか

1階
エントランス
芝生広場

3階
調理実習室
（11：00～）

2階
市民ギャラリー

2階
活動・交流
スペース

205
学習室

206
学習室

（10月1日~7日）

バザー展 示

9：30
〜

16：00

9：30
〜

16：00

1階
エントランス
芝生広場

3階
調理実習室
（11：00～）

2階
活動・交流
スペース

205
学習室

2階
市民ギャラリー
(10月1日~7日）

ワーク
ショップ

9:30
〜

21：00

1階
エントランス

女性に対する
暴力根絶を
めざし
パープル
リボンツリー
を作ろう!!

ワーク
ショップ

9:30
〜

16：00

1階
エントランス

女性に対する
暴力根絶を
めざし
パープル
リボンツリー
を作ろう!!

記念セレモニー13:00~ 講演13:20~
「女性のちからが

                  社会を変える」
　　　講師:竹信 三恵子 ジャーナリスト

和光大学名誉教授

久留米市男女平等推進センター
〒830-0037 福岡県久留米市諏訪野町1830-6(えーるピア久留米内)
TEL：0942-30-7800　FAX：0942-30-7811

新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行っております。
ご理解・ご協力をお願いいたします。

企画／久留米男女平等推進ネットワーク

10/1（土）9:30～21:00
10/2（日）9:30～16:00

「女性に対する暴力根絶をめざし
 パープルリボンツリーを作ろう!!」
パープルリボンで女性に対する暴力根絶を伝え、広げましょう‼

企画団体／S・ぱ～ぷるリボン

ワーク
ショップ

１Fエントランス（S・ぱ～ぷるリボン展示バザーの隣）

10/1（土）10：00~12：00 〈３０１・３０２学習室〉

本校の女子学生が先生になって、１＋１＝０の世界を紹介します。

「リケジョが教えるSTEAM講座」
数学で学び、回路で体験するコンピューターの仕組み
2進数を紹介した後、ICや
LEDでコンピューターの
仕組みを体験します。

要申込・先着 60名
9月1日（木）9:00 ～
9月16日（金）17:00
←申込用フォーム

企画団体／久留米工業高等専門学校

講演会
(講義・演習)

10/2（日）10:00~12:00 〈２１０・２１１研修室〉

「高校生と考える
 ジェンダー・フリー社会」

男性の育休に対する考えを少しでも変えられるように発表します。
企画団体／三井中央高校MGB（Mii Ghost Busters）研究会

これまでの学習のまとめを発表、「男性の育休取得率から見え
ること」をテーマに育休を取った男性などを交えて意見交流し、
「ジェンダー・フリー社会」を目指して高校生の目線で発信します。 

発表
トｰク
セッション

10/1（土）15:30～17:30 〈２１０・２１１研修室〉

「女性・子どもの貧困を考えてみませんか？」
シンポジスト

田村 貴美子（一般社団法人umau.プレイスマネージャー）
丹生 秀子（ワーキング・ウィメンズ・ヴォイス副代表）
企画団体の会員
非正規雇用の女性の働き方や生き方について考えよう。

企画団体／北京JAC久留米

シンポ
ジウム

10/1（土）10:00~12:00 〈２１０・２１１研修室〉

「子どもの権利から新標準服を考える」
講　師：池田 良子（いきいき子どもネットワーク代表）

新しい制服が導入されました。めざす姿や現状・課題を考えます。
企画団体／久留米市の制服を考える会

講演会

10/2（日）10:00~12:00 〈３０１・３０２学習室〉

「記憶をつむいで未来につなぐ」
パネリスト：綾戸 麗子（元女問研） 他寄稿者5名

『想いを繋いで』の寄稿者と交流し、これからの久留米を考える。
企画団体／女問研

パネル
ディスカッション

講演会

会場：北野生涯学習センター ２階視聴覚室

9.24土13：30～15：00
「『わたし』らしく暮らそう！」

講　師：大矢 和世 （西日本新聞社久留米総局記者）

本館 〒830-1113 久留米市北野町中273番地1 TEL：0942-78-2308

講演会北野会場

女性・母・現役の記者である女性記者の視点から男女平等を説く。
企画団体／北野女性ネットワーク

会場：城島保健福祉センター(城島げんきかん )

9.25日13：30～15：30
「LGBTQ＋を知っていますか？
～誰もが自分らしく生きられる社会へ～」
講　師：小野 アンリ（Proud Futures共同代表、FRENS代表） 

〒830-0211久留米市城島町楢津739-1 TEL：0942-62-2122

講演会城島会場

LGBTQ＋についての基礎知識を正しく知り、共に学びます。
企画団体／城島女性ネットワーク

映 画

映 画

映 画

映 画

映 画

映 画

記念講演

講演会 発表 トークセッション パネルディスカッション

シンポジウム

トークセッション

講演会（講義・演習）

講演会
13:00～15:00

講師:田中 優子

 えーるピア 
「男女平等推進センター」

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。

10/1（土）18:30~20:30 〈２１０・２１１研修室〉

「トランスジェンダーのリアル」

LGBTQ当事者のパーソナルストーリーとトークから学ぶ。
企画団体／あいたた倶楽部

トーク
セッション

講　師：小野 アンリ（Proud Futures共同代表、FRENS代表）
       河上 りさ（語りべ YouTuber）
モデレーター：向坂 あかね（Proud Futures共同代表）
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