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男女共同参画社会をめざして　ぱれっとＪＯＹＯ発信　－夢いっぱい　多彩な交流－

第１６回
女
ひと
と男
ひと
のまつりさんさんフェスタ

　男女がお互いの人権を尊重し、個性や能力を発揮できる男女共同参画社会の実現を
めざす「さんさんフェスタ」は、今年で16回目を迎えます。今年のさんさんフェス
タには、45団体が参加します。ワークショップ、販売、カフェ、展示など、それぞ
れの団体の特徴を生かした内容の出展が、さんさんフェスタをいっそう盛り上げます。
ご参加をお待ちしています。
＊今年のさんさんフェスタは、児童虐待防止対策緊急強化事業の一環として実施します

■実施主体： ぱれっとJOYO市民会議・さんさんフェスタ企画運営委員会・
参加団体

■共　　催：城陽市
申・問男女共同参画支援センターぱれっとJOYO　　☎（54）7545

エントランスの大きな
さんさんフェスタ案内
たれ幕をご覧ください！

■講演会
あした、笑顔になあれあした、笑顔になあれ
夜回り先生からのメッセージ夜回り先生からのメッセージ

　１０：００～１１：４５
　（９：３０開場）

講師：花園大学客員教授　水谷修氏
定員： 250人（満員の場合は入場を

お断りすることがあります）
保育： 先着７人、就学前まで

要申込、２月10日（金）まで
手話：要申込、２月10日（金）まで

■キッズステーション
ポン吉・コン太と
ふしぎの森で遊んじゃおっ！
１３：３０～１４：３０（１３：００開場）

講師プロフィール：1956年、横浜に生まれる。上智大学文学部哲学科卒業後、横浜市
にて長く高校教員として勤務。12年間を定時制高校で過ごす。教員生活のほとんど
の時期、生徒指導を担当し、中・高校生の非行、薬物汚染、心の問題に関わり、生
徒の更生と非行防止、薬物汚染の拡大の予防のための活動を精力的に行っている。
また、若者たちから「夜回り」と呼ばれている深夜の繁華街のパトロールを通して、
多くの若者たちとふれあい、彼らの非行防止と更生に取り組んでいる。

みんなも一緒に楽しんでね♪♪
・あたまもカラダも使おっ！
・葉っぱでペタペタッ！？
・ダブルダッチを楽しもっ♪
・大きな風船でポーンポン！
・森のどうぶつを探そっ！
・ポリスまろんとあそぼっ！
・みんなでうたって　おどっちゃお！

定員：250人
対象者：概ね2歳～小学3年生とその保護者
企画実施：ぱれっとくらぶ
　ぱれっとくらぶとは、城陽市を中心に、子育
て中の親を応援する活動をしている市民団体の
集まりです。キッズステーションは、ぱれっと
くらぶオリジナルの手作りの舞台です。今年は、
西城陽高校合唱部の応援もあります。身近に暮
らすみなさんの作り上げた舞台に、ぜひお越し
ください。

会場 会議室（西館３階）

■世界の民族衣装に親しむ　１２：００～１５：３０
無料、申込不要
多文化共生社会にむけての一歩として、世界の民族
衣装にふれることができます
民族のお菓子やお茶でおもてなしします

日本語支援ボランティア
団体「夢気球」

■JIEA Kids World（子ども英会話教室）
１２：３０～１５：３０　有料、要申込

AET（英語指導助手）のキャロリン先生と一緒に、英語を使って楽しく遊びまし
ょう
①12：30～13：15　②13：30～14：15　③14：30～15：15
定　員：各先着16人　　対象者：小学生
参加費：各回300円（国際交流協会会員の家族は無料）
申・問国際交流協会
　　　☎（57）0713
　　　２月13日（月）まで 国際交流協会

■あなたのこころは
　元気ですか？
１２：００～１５：３０

無料、申込不要
精神保健福祉に関する資料配布
や相談などを通じて啓発を行い
ます
どなたでも自由にお立ち寄りい
ただき、性格判断などを楽しん
でください

山城北精神保健福祉
支援ネットワーク

■思春期の子どものコミュニケーション
１２：００～１５：３０

無料、申込不要
思春期の子どものコミュニケーションに
ついて話し合いましょう
定員：20人　　対象者：関心のある人

NPO法人アウンジャ

■要約筆記の啓発活動
１２：００～１５：３０

無料、申込不要
きこえにくい人に書いて伝える筆記
通訳を、実際にスクリーンに映す様
子を体験しましょう
定員：20人　　対象者：健聴者

城陽要約筆記サークル
「ダンボ」

■家庭で省エネ大作戦！
１２：００～１５：３０
無料、申込不要
省エネ診断により生活の中の
ムダをチェック
できることから省エネ実践の
アドバイスあり

城陽環境パートナーシップ会議

■Happyネイル屋台
１２：００～１５：３０

有料、申込不要
ポリッシュ（マニキュア）10本、
ネイルシール２本のクイック
ネイル屋台
中学生以上　300円　　小学生以下　200円

Team Smile Beauty

無料 申込不要

無料
申込不要

しいの木保育園園児に、
たれ幕作成を協力して
もらいました。

日　時　２月１９日（日）　１０：００～１５：３０　場　所　文化パルク城陽

ポン吉 コン太

さんさんフェスタ
は、市民の手でつ
くられています！
企画運営委員会の
様子

ダブルダッチ体験ができるよ
（15：00から市民プラザにて。10人程度）

この広報紙は再生紙および大豆油インキを使用しています 「はんなり」とは、上品で華やかでぱっと明るいさまを表した言葉。男女がともに主体性を持ち、いきい

きと暮らせる元気な明るいまちをめざしたいとの想いを込めて「はんなりと城陽」と名付けました。

特集号
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男女共同参画だより



■元気カフェ
　１２：００～１５：３０　有料
○コーヒー　 

女性会

○手作りケーキ、
　ぜんざい、
　カレー

会場 市民プラザ（地下１階）

昨年のパネル
展示の様子

交通安全女性の会

高齢者クラブ連合会 NPO法人子育て
支援隊あっとまーく

城陽親と子の劇場 市民活動支援センター NPO法人アウンジャ 宇治地区更生保護女性会 ぱれっとJOYO市民会議

Bhmc

民生児童委員協議会

西城陽高校合唱部のみなさん

JA京都やましろ女性部
食品加工部

城陽環境パートナー
シップ会議

ぱれっとくらぶ

城陽母親連絡会

うめかわ内科
クリニック

■オープニングミニイベント

　１１：４５～１２：００

■クロージングミニイベント

　１５：２０～１５：３０■展示deクイズ
　１２：００～１５：３０

正解者には粗品進呈（先着250人）

　34団体がパネル展示を行います。それぞ
れの団体の活動内容を一度に知ることができ
る良い機会ですので、ぜひ見に来てください。
　パネル展示に関するクイズと、西館３階会
議室に出展される団体に関するクイズに挑戦
していただき、正解された人には粗品を進呈
します。問題用紙は、受付でプログラムと一
緒に配布します。

城陽親と子の劇場

■手づくりショップ　 １２：００～１５：３０　　出展団体と販売品をご紹介します

出展団体をご紹介します

「歌って踊れる合唱部」を
モットーに活動されている
西城陽高校合唱部のみなさ
んに歌っていただきます。
クロージングには、キッズ
ステーション出演者も駆け
つけます！

文化協会

○ 市民と共に向上し続ける
城陽市文化協会記録

○ 全国交通安全活動ボランティ
ア団体「交通安全は家庭から」

○ 次代にふるさとの生き物
たちを残そう！

○ みんなあつまれ！！
　子育て仲間

日本語支援ボランティア
団体「夢気球」

○外国出身者に対する日本語
支援と多文化共生

○観て！遊んで！
友達いっぱいつくろうよ！

○紹介します！
人と地域を支える市民活動 ○臨床美術ってどんなもの？

○更生保護女性会の活動を
知っていただくため

○「絆で守る命の輪」 婦人防火クラブ
○知ってください！！私たちの活動 国際ソロプチミスト南京都
○みなさん会員になって一緒に楽しみましょう！ 高齢者クラブ連合会
○考えよう相手の気持ち、育てよう思いやりの心 人権擁護委員
○生産者とふれあえる温もりのある直売所 城陽旬菜市運営協議会
○平成23年度活動報告 女性会
○活動紹介 環境ボランティア　エコフレンド城陽
○女性がイキイキと働き、暮らすために… 働く女性の家
○ボーイスカウトは男女関係なく活動出来ます 日本ボーイスカウト城陽第１団
○あま～いもののゆうわくに負けない食生活を！！ 食生活改善推進員協議会
　試食：おからせんべい （ヘルスメイト城陽）
○V連協って、どんな活動をしているところ？ 城陽ボランティア連絡協議会
○スポーツのことならおまかせ『体育協会』 体育協会

○皆で城陽の自然エネルギーについて考えよう 新日本婦人の会　城陽支部
○舞鶴港を出発した京都府女性の船　訪問地は？ 府女性の船「ステップあけぼの」
  城陽ブロック　アイリス会
○女性の年金は、何故低いのでしょうか？ 年金城陽女性の会
○人形遊びの紹介 人形劇と人形遊びの会
○あなたのオンリーワンをみつけにきてください 五里×２のさと手づくりの会
○城陽みどりのまちづくり基金に関するPR おりなすキャンプ城陽
○道徳で幸せな家庭を 城陽モラロジー事務所
○城陽にこんな所や話があった事を知る「かるた」 城陽民話の会
○活動内容の紹介 図書ボランティア　読書サークル
  「おはなしの森」
○こんにちは赤ちゃん事業の紹介
　情報紙を様々用意しお待ちしています 子育て支援課
○根絶！パートナーからの暴力 ぱれっとJOYO

○23年度のぱれっとJOYO
市民会議の取り組み

○青い目の人形の話
　知っていますか？

城陽旬菜市運営協議会

その他の販売品
○乾パン、災害用備蓄パン、赤飯、加工品（漬物、梅干など）、ちらし寿司、抹茶、梅干、味噌、
クッキー、牛乳パックイス（大、小）、ウール着物スリッパ、和装マグネット、着物スカーフ、
布小物カゴ、さをり織り、ポーチ、ストラップ、メモ帳、皿、コップ、竹炭、城陽の梅を使
った炊き込みごはん、ネクタイで作ったすてきなネックレス、ビーズアクセサリー、手芸小
物、ハーブ製品（ポプリ、入浴剤、ハーブ染め）、七宝焼、毛糸製品（マフラー、帽子、コ
ースター）、押し花（コースター）、フェルト製品（キーホルダー、コースター）、陶芸類、
城陽いろはかるた　など

その他の出展団体
　婦人防火クラブ、国際ソロプチミスト南京都、環境ボランティア　エコフレンド城陽、民生
児童委員協議会、府女性の船「ステップあけぼの」城陽ブロック　アイリス会、五里×２の
さと手づくりの会、南山城学園　和、城陽民話の会、おりなすキャンプ城陽（城陽みどりの
まちづくり基金募金活動も行います）

その他の出展団体

城陽オリジナルおむすびコンテスト結果発表

第１位 元気な梅ちゃん
第２位 城陽生まれの
 カリカリ梅っ娘
第３位 三度おいしい梅ぇ～！
第４位 あらす芋バーガー
第５位 シャキシャキ夜叉ばぁさん！

　ぱれっとJOYOと、うめかわ内
科クリニックの共催で実施したワ
ークショップの中で考えられた城
陽オリジナルおむすびの人気投票
を行った結果、165人にご投票い
ただきました。
　さんさんフェスタにて上位３位
までのおむすびを、うめかわ内科
クリニックが販売します。

■親子de楽しい　無料、申込不要

　１２：００～１５：３０

レクリエーション協会

○さかなつりに
　チャレンジ
　しよう！

城陽母親連絡会

○けん玉と折り紙で
　あそぼう
　－技に挑戦しよう！！－

■人ＫＥＮまもる君・人ＫＥＮあゆみちゃんと
　ミニクイズ大会
　１４：００～１４：１５　城陽青年会議所

さんさんフェスタにゆるキャラが登場！
城陽青年会議所メンバーによるゆるキャラとのクイズ大会
たくさん正解すると、人KENまもる君・人KENあゆみちゃん
のキーホルダーがもらえるよ

■子育て相談　子どものこと、話してみませんか？

　１２：００～１５：３０　子育て支援課

子育てって思っていた以上に大変！？
そんな思いを気軽に話してみませんか？
誰かに話すことで気持ちが楽になることもありますよ。

○軍手で作る干支（辰）

○マグネットたつ坊
　古布リメイクの
　お地蔵さま　など○地元産野菜

○紙バンドで作る
　雑貨・カバン

○ポン吉・コン太の
　ペンダントクッキー○大福餅（３個入）

○城陽オリジナ
ルおむすび

無料、
申込不要

無料、
申込不要

平成24年（2012年）1月21日　（2）市の花－花しょうぶ　市の木－梅　市の鳥－しらさぎ 男女共同参画だより男女共同参画だより

☆ホームページアドレス☆　http://www.city.joyo.kyoto.jp/　 ☆携帯電話版☆　http://www.city.joyo.kyoto.jp/m/
※右の二次元コードからもアクセスできます（一部機種を除く）
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