
第３回男女共同参画週間事業

－世代をこえて　自分らしく－

６月２３日（日）１０：００～１５：００

◆講演会
「男も女もいきいき生きる
　～老いは円熟　呆

ほう

けたっていいよ～」
１３：３０～１５：００
講師： 幸・総合人間研究所
 所長　早川一光さん
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男女共同参画支援センター　ぱれっとＪＯＹＯ会場
・講演会　・絵本の読み聞かせ　・ベビーヨガ　・リトミック　・お肌のお悩み相談
・ラジオ体操＆ウオーキング　・落款づくり　・みんなで歌おう　など内容

　男女共同参画の推進をめざす「ぱれっとフェスタ」は、今年で３回目を迎
えます。男女共同参画週間事業会議（市民１０人で構成）のメンバーで意見を
出し合い、内容を考えました。今年は、高齢期をテーマに実施します。たく
さんの人のご参加をお待ちしています。
■主催 ぱれっとＪＯＹＯ市民会議・男女共同参画週間事業会議・城陽市
申・問  男女共同参画支援センターぱれっとＪＯＹＯ
 ☎（５４）７５４５

対象： どなたでも
定員： 先着６０人　※満員の場合は、
 入場をお断りすることがあります
申込： 当日１２：００～会場にて
保育： 先着７人　※就学前まで、６月１８日（火）までに要申込

キーワード紹介　ご存じですか？

男女共同参画週間
　６月２３日（日）～２９日（土）

　男女が、互いにその人権を尊重しつつ喜
びも責任も分かち合い、性別にかかわりな
く、その個性と能力を発揮することができ
る男女共同参画社会をめざして設置された
週間です。

今年度のキャッチフレーズ

「紅一点じゃ、足りない。」
※公募によって選ばれました

男女共同参画支援センター
　ぱれっとＪＯＹＯ
　ぱれっとＪＯＹＯは、男女共同参画を進
めるための活動拠点となる施設です。「ぱ
れっと」とは、絵の具のパレットのことで
す。多彩、多様で個性的な活動や交流を支
援する施設を意味しています。
　ぱれっとＪＯＹＯでは、男女共同参画を
推進するためのさまざまな講座やイベント
を開催しています。

講師プロフィール
　昭和２５年、京都西陣に住民出資による白峰診療所を開設。以後、病院院長・
理事長などを歴任。「自分のからだは自分でまもる」をスローガンに「わらじ
医者」の名で親しまれた。ＮＨＫ連続ドラマ「とおりゃんせ」のモデルとし
ても有名。現在は、さまざまな医療相談を受けておられ、講演、執筆など多
方面で活躍中。

N

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



第３次城陽市男女共同参画計画「さんさんプラン」

　さんさんプランとは、男女共同参画の推進に関する施策を総合的か
つ計画的に実施するため、具体的な目標や課題などを示したもので
す。基本目標に基づき、施策の推進を図っているところです。さんさ
んプランの７つの基本目標をご紹介します。

女性相談員による女性のための相談

　ぱれっとＪＯＹＯでは、女性のための相談を実施していま
す。生き方や夫婦関係、対人関係など、女性が生きていく
上でぶつかる悩みについて、女性の相談員がお聴きします。
相談はすべて無料です。☎（５６）５０７６

Ⅰ男女の人権の尊重の促進 Ⅱ政策・方針決定過程における
女性の参画の
推進 Ⅲ

職業生活と
家庭などの
両立支援の推進
（ワーク・ライフ・
バランスの推進）

Ⅳ男女がともにつくる
暮らしやすい
地域づくり Ⅴ女性に対する暴力を許さない

地域社会づくり Ⅵ性と生殖に関する
意思の尊重と
健康の推進 Ⅶ国際協調と国際理解の

推進

講師： リトミックピヨピヨクラブ
　木下めぐみさん

対象：乳幼児と保護者　定員：先着２０組
申込：当日９：４５～会場にて

講師：健康運動指導士　松本行紀さん
対象：どなたでも　定員：先着２０人
持ち物：ヨガマットまたはバスタオル
申込：当日９：４５～会場にて

講師：エステハウスアンディ
　　　エステティシャン　徳田裕紀子さん
対象：女性
定員：先着６人（１人２０分）
申込：当日９：４５～会場にて

講師：阪田妙子さん、中村育子さん
対象：どなたでも　定員：先着６０人
申込：当日１２：００～会場にて

講師： ベビーヨガインストラクター
　竹村友紀子さん

対象：０～２歳児と保護者
定員：先着１２組　持ち物：バスタオル
申込：当日９：４５～会場にて
赤ちゃんと一緒にからだを動かしませ
んか？　気楽にお越しください。

ゆったりと音にふれあいながら、の
びのび楽しめるリトミックです。

●コーヒー　１００円
　出店：久世女性会、国際交流協会

先着５０人には、モロッコ出身、城
陽市在住のファテマさん（右写真）の
手づくりクッキー付きです！

●ちらしずし　３００円
　出店：ＪＡ京都やましろ女性部食品加工部

「脳・こころ・からだまるごと元気に！」をスローガンに
掲げています。ご一緒にリフレッシュしましょう。

お肌のことでお悩みの人、い
つまでも若々しく元気でいた
いと思われる人のお手伝いが
できたらと思っています。

東部コミセンで四季折々の懐かしい童
謡・唱歌を参加者全員で歌うこと２５
年。楽しく続けています。

講師： 寺田校区社会福祉協議会
委員　堀井ますみさん

対象：どなたでも 
申込：当日９：４５～会場にて

寺田校区社会福祉協議会は、寺田小学校区で活動している
ボランティア団体です。一緒に絵本を楽しみませんか？

◆絵本の読み聞かせ　１０：００～１０：３０

◆ベビーヨガ　１０：４５～１１：１５

◆リトミック　１１：３０～１２：００

◆カフェ　１０：００～１３：３０

◆ラジオ体操＆ウオーキング　１０：００～１1：0０

◆簡単！楽しい落
らっ

款
かん

づくり

◆お肌のお悩み相談
１０：００～１２：００

◆みんなで歌おう　１２：３０～１３：１０

　会場で「こころとからだの健康
のために、何をされていますか？」
とお尋ねします。受付でお渡しす
る用紙にご記入ください。よろし
くお願いします。

◆アンケート
●女性のためのがん検診啓発　山城北保健所
●人権擁護委員によるパネル展示
●男女共同参画週間のパネル展示

※６月２４日（月）～２８日（金）は、市役所ロビーでパネル展示を実施します

人権擁護委員は、地域のみなさんから人権相
談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、地
域のみなさんに人権について関心を持っても
らえるような啓発活動をしたりしています。

◆情報発信　１０：００～１５：００

１０：００～１０：５０
１１：００～１１：５０

講師：木版画家　稲次淳三さん
対象：小学４年生～大人
定員：先着各８人
費用：１００円（材料代）
申込：当日９：４５～会場にて　※道具は主催者が用意します

落款とは作品や手紙に押す
はんこのことです。はんこ
用の消しゴムで落
款をつくりません
か？

竹村友紀子さん（右）

ファテマザフラさん

木下めぐみさん 徳田裕紀子さん

♥一般相談♥　毎週火曜日　１３：３０～１６：００
　予約不要　　毎週金曜日　　９：３０～１２：００
　　　　　　　毎週土曜日　　９：３０～１２：００

♥専門相談♥　第２水曜日　　９：３０～１２：３０
　 要予約　 　第３土曜日　１３：３０～１６：３０
　　　　　　　第４水曜日　１３：３０～１６：３０

♥法律相談♥　奇数月第１水曜日（原則）
　 要予約　 　　　　　　　１３：３０～１６：３０

平成25年（2013年）6月 1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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