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

第１７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」。今年は43の市民活動

団体が出展し講演会や親子で遊べるコーナー、ワークショップ、販売、

かふぇなど、子どもも大人も、男性も女性も楽しめる内容です。み

なさんのご参加をお待ちしています。

申・問 男女共同参画支援センターぱれっとJOYO
☎（54）7545　１月16日（水）から
※講演会は、当日９：30から会場で先着順に受付

【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・２月１日（金）までに要申込
【手話・要約筆記有】※手話は２月１日（金）までに要申込

【定員】200人　※満員の場合の入場や途中入場はお断りすることがあります
【対象者】概ね２歳～小学２年生と親・祖父母など

●ゲスト出演者（青谷在住）
小林裕明氏　夢もトークも膨らみませんが、風船だけは膨らみます

【  】子どもが参加できるマーク

２月９日（土）10：00～15：30 【会場】文化パルク城陽

２階　ふれあいホール　10：00～11：45（9：30開場）　無料 申込不要（当日受付・先着順）

２階　ふれあいホール　14：00～15：00（13：45開場）　無料 申込不要（当日受付・先着順）

３階　西館　会議室　12：00～15：30

講演会

キッズ
　ステーション

異文化コミュニケーションが奏でる
女（ひと）と男（ひと）とのハーモニー

とびだす！？
「ポン吉・コン太の森であそぼ！」

講師： 京都外国語大学・大学院　教授
 ジェフ・バーグランド氏 
【講師プロフィール】1949年サウスダコタ州生まれ。カールトン
大学卒業後、同志社高校に就職。大手前女子学園教授。帝塚山学
院大学教授を経て、2008年京都外国語大学教授に就任、現在に
至る。京都在住43年。現在は江戸時代後期に建てられた京町家に
暮らし、日本人以上に日本の文化を愛する一人でもある。

　「みんなで・地域で子育てするまち」「子ど
もも大人も、市民がイベントなどを考えて、
それを自ら実行するまち」をめざして、参加
者と一緒に楽しく過ごせるような『場』を「ぱ
れっとJOYO」とともにつくっている市民活
動団体の集まりです。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参
加型舞台です。
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今年も、「ぱれっとくらぶ」がお届けす
る「ワクワク・ドキドキのキッズステ
ーション（舞台）」がやってくるヨ。ち
ょっと恥ずかしがりのポン吉といたず
ら大好き元気なコン太と一緒にみんな
で遊んじゃお！？

　先着200人にバルーンアート風船（１人
１個）をプレゼント。出演者と一緒にバ
ルーンアートづくりに挑戦できるよ。ア
ンケート協力者には、交通安全グッズも
プレゼント。

【構成団体】新七味系！？・子育て支援
隊あっとまーく・Ｋ＋キッズ商会・人形
劇と人形遊びの会・みゅーじっくぱあて
ぃ♪ほやほや♪・市レクリエーション協
会・めばえ青りんごの会・五里２のさと
手づくりの会
【企画実施】ぱれっとくらぶ
【協力団体など】城陽警察署・城陽市交
通安全協会・おとこのわいわい日曜塾・
城陽親と子の劇場・ＳＭＮ68

昨年の
キッズステー
ションの様子

「ぱれっとくらぶ」とは

☆参加特典

あなたのこころは
元気ですか。
精神保健福祉に関する
資料配布や個別相談、
性格診断
●山城北精神保健福祉支
援ネットワーク

Happyネイル屋台　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
【参加費】中学生以上500円
小学生400円　幼児300円
●Ｔeam Ｓmile Ｂeauty

JIEA Kids World－子ども英会話教室　有料 要申込
①12：30～13：15　②13：30～14：15
③14：30～15：15
【講師】市AET　【定員】各クラス先着16人
【対象者】小学生（１～６年生）　【参加費】原則有料
1クラス300円　※家族が協会会員の場合は無料
【要申込】詳細はお問い合わせください
【問】国際交流協会　☎ （57）0713　1月15日（火）から

●国際交流協会

●日本語支援ボ
ランティア団体
「夢気球」

●城陽要約筆記サークル
「ダンボ」

アクセサリーやキーホルダー
をつくろう
・ミサンガ（素材：ビー
ズと刺しゅう糸）
・ネックレス（素材：ドングリ）
・キーホルダー（素材：太
いひも）【参加費】100円から

有料 申込不要
世界で一つのプラ板づくり
プラ板づくり・JICA関
西の協力で、外国の様
子を伝える写真などの
展示・世界のお茶やお
菓子で一服【定員】100人

無料
申込不要

無料 申込不要
要約筆記の啓発活動　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、スクリーンを使って体験しましょう
【定員】20人
【対象者】健聴者

姉妹都市絵画交流展
無料　申込不要

大韓民国・慶
キョン

山
サン

市とアメリカ合
衆国・バンクー
バー市の子ども
たちの絵

●すみれフランス
刺しゅうサークル

●国際交流協会

あそびの内容

他

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

発行　城陽市　男女共同参画支援センターぱれっとJOYO（〒610-0121 城陽市寺田林ノ口11-114 ☎54-7545 FAX55-5601）　編集　さんさんフェスタ企画運営委員会
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男女共同参画だより



Ｂ１階　市民プラザ
 オープニングファンファーレ　12：00　　　　　  クロージングミニイベント　15：10～15：30

 展示ｄｅクイズ　12：00～15：30

 手づくりショップ　12：00～15：30

ファンファーレが、午後の部の始まりの合図
＊音源制作：みゅーじっくぱあてぃ♪ほやほや♪

当日配布するプログラムに付いている展示内容に関するクイズに挑戦してみよう
正解者には粗品を進呈します（先着250人）。29団体の活動を一度に知ることができる機会です

・ゆるキャラとクイズ大会　●城陽青年会議所
＊粗品有（数に限りがあります）
・リコーダー演奏　●城陽リコーダーレディース

保健・医療・福祉
「できる事から」で福祉に貢献できます
●環境ボランティア・エコ・フレンド城陽

お魚のカルシウム　見直そう！！
試食　煮干とアーモンドのパリパリ
●ヘルスメイト城陽

Ｖ連協って、どんな団体か、ご存知？
●城陽ボランティア連絡協議会

みんなあつまれ！！子育て仲間
●民生児童委員協議会

みんなで絆を深め友愛の輪を広げましょう
●高齢者クラブ連合会

子どもの
健全育成
観て！遊んで！友達いっぱいつくろうよ！
●城陽親と子の劇場
笑顔で子育て！！子育て情報コーナー
●子育て支援課

身近な奉仕。始めようボーイスカウト活動！
●日本ボーイスカウト城陽第１団

人権・平和・男女共同参画
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

私達をとりまく食の安全
●新日本婦人の会城陽支部

女性年金者の暮らしの現状は？
●年金城陽女性の会

更生保護女性会の活動を知っていただくため
●宇治地区更生保護女性会

府女性の船を通じて知り合った仲間との活動
●京都府女性の船「ステップあけぼの」城陽ブロック　
アイリス会

臨床美術－児童とその母たちによる共同作品
●NPO法人アウンジャ

女性と女児の生活の向上
●国際ソロプチミスト南京都

24年度の取り組みを紹介します
●ぱれっとJOYO市民会議

「パープルリボン美術館＠ぱれっとJOYO」と女性
相談の紹介・図書館ではDV関連書籍の展示
●ぱれっとJOYO・図書館

手工芸品
牛乳パック楽ちんイス（大・小）、着物地スリッパ、メモクリップ
人形、ネクタイバック、着物地前掛、手染めの小物、テディベア、
さをり織り、ポーチ、ストラップ、メモ帳、皿など、小物(パッチ
ワーク、布製品)、アクセサリー（ビーズ細工など）、軍手で作った
干支（巳）、ハーブ製品（ハーブ染めのハンカチ、ハーブのポプリ、
入浴剤）、陶芸作品、フェルト作品、手すきハガキ、座布団、オリ
ジナル着物リメイク服の紹介、手作り作品－吉祥結び、ウッドビー
ズを使用した４つ組のキーホルダー、端切れ布（パッチワーク用）、
ドングリのアクセサリー（ネックレス）、着物・帯のリメイク品

食品
みそ、クッキー、梅干し、かや
くご飯、ポン吉・コン太のペン
ダントクッキー、赤飯、乾パン、
災害用備蓄パン、地元産新鮮野
菜、ジャム、漬け物、ちらし寿司、
大福もち

環境の保全
次代に残そう、ふるさとの生きものたち
●城陽環境パートナーシップ会議

まちづくり
交通安全は家庭から
●市交通安全女性の会

「城陽みどりのまちづくり基金」の紹介
●おりなす．キャンプ．城陽

市民活動支援センターおもしろ得情報局
●市民活動支援センター

学術・文化・芸術・スポーツ
“スポーツのことならおまかせ”『体育協会』
●体育協会

城陽は民話の宝箱　一緒にふたを開けてみませんか
●城陽民話の会

市民と共に向上し続ける文化協会の記録
●文化協会

災害救援・地域安全
「被災地（宮城県）に毛糸の小物を贈りましょう」の
取り組み
●城陽母親連絡会

「未来へつなげる防火の架け橋」
●婦人防火クラブ

社会教育
一年間の活動内容です。学習会とボランティア
●市女性会

道徳を通じて社会の健全化を●城陽モラロジー事務所

国際協力
日本語学習の支援を通して多文化共生
●日本語支援ボランティア団体「夢気球」

●環境ボランティア・エ
コ・フレンド城陽●NPO
法人アウンジャ●民生児
童委員協議会●五里2のさと手づくりの会
●高齢者クラブ連合会●（社福）南山城学園　和（なごみ）
●働く女性の家●京都府女性の船「ステップあけぼの」
城陽ブロック　アイリス会●すみれフランス刺しゅうサ
ークル●子育て支援隊あっとまーく●ぱれっとくらぶ・
おとこのわいわい日曜塾●国際ソロプチミスト南京都●
婦人防火クラブ●城陽旬菜市運営協議会●城陽民話の会
●JA京都やましろ女性部食品加工部

その他
城陽いろはかるた

親子で楽しく遊ぼう
けん玉・折り紙

さかなつりにチャレンジしよう！
さかなつりゲームをし、点数をつけて楽
しもう ●城陽母親連絡会●市レクリエーション協会

ケーキ、コーヒー、ぜんざい、
カレーライス、かす汁

●城陽親と子の劇場
●市女性会

わが家の省エネ診断
無料 申込不要
ライフスタイルに合わせて、
無理なくできる省エネ対策の
提案
●城陽環境パートナーシップ会議

 かふぇ　  親子de楽しい　  わが家の省エネ診断　12：00～15：30
無料 申込不要

 文化パルク城陽の地図
住所：寺田今堀１

最寄り駅：近鉄線寺田駅東口より徒歩約10分

＊駐車場（有料）はありますが台数に限りがあります
ので、なるべく公共交通機関をお使いください

【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
【協力団体など】垂れ幕作成協力：しいの木保育園、講演会の要約筆記：
城陽要約筆記サークル「ダンボ」、人権イメージキャラクター：法務省、
保育スタッフ：子育て支援隊あっとまーく
【共催】城陽市

平成25年（2013年）1月15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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