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さん
さんフェスタ

オイルハンドマッサージ　 
参加費：15分500円
★ちぇりー☆びーんず

親子で遊ぼう（けん玉、折り紙遊び） 
★城陽母親連絡会

さかなつりにチャレンジ！！ 
対象者：幼児～小学生
★市レクリエーション協会

無料

無料

第18回
女
ひと
と男

ひと
のまつり

　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45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、女性も男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。

2月16日（日）10:00～15:30
【会場】文化パルク城陽

－夢いっぱい　多彩な交流－
ぱれっとＪＯＹＯ発信

男女共同参画社会をめざして

パパはお天気キャスター
～子育て、家事、互いを尊重しあい支えあう正木家のルール～

あつまれ！ふしぎの森へ！
～どうぶつマンになって、ポン吉・コン太をさがそう！～

「関西の朝の顔」として、
すっかりおなじみの気象予報士・防災士

【対象者】概ね3歳～小学1年生と親・祖父母など
【定員】先着200人　【申込】不要
＊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

「ぱれっとくらぶ」がつくる参加型ステージ！
　え～ん！ふしぎの森の仲間　ポン吉（タヌキ）と
コン太（キツネ）がいなくなっちゃったよ～～！
みんな、どうぶつマン（うさぎマン、くまマンなど）
に変身して、ポン吉とコン太をさがしに来てね

正木　明氏
お天気キャスター歴も20年を超えた今、最近では、気象
予報士の知識と経験を生かし、気象災害や防災に関しても
知識を深めようと防災士の資格を取るなど、より視聴者の
お役に立つ情報をお伝えしようと積極的に活動されてい
ます。また、働く時間が人とは違う正木家ならではのルー
ルをテーマにした等身大の「子育て」「男女共同参画」講
演も人気が高い。趣味は波乗り、ギター。

プロフィール

【定員】先着250人
【申込】不要（当日受付）
＊当日9：30から会場で先着順に受付します
＊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7日（金）までに要申込
【手話・要約筆記】有
＊手話は2月7日（金）までに要申込

■エントランス展示
男女共同参画の視点での安心避難所づくり
協力団体：京都府男女共同参画センター

「ぱれっとくらぶ」とは
『子育て中のわたし』『つながり』をテーマとして、「子育て中の保護者を応援、サポートす
ることで地域を元気に、活動をしているわたしたちも元気になる」ことをめざしています

企画実施：ぱれっとくらぶ
ゲスト出演者：小林メランコリー氏、都侍
協力団体など：城陽警察署・ＳＭＮ68
　　　　　　　おとこのわいわい日曜塾

ぱれっとくらぶ構成団体・個人
人形劇と人形遊びの会・子育て支援隊あっとまーく
Ｋ＋キッズ商会・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
新七味系！？・長澤とよ海

無料

無料

２階
ふれあいホール

キッ
ズ

キッ
ズ

ステ
ーシ
ョン

ステ
ーシ
ョン

ネイル屋台　　　　　　　　　　　
参加費：中学生以上500円、小学生400円、
幼児300円、二色塗りはプラス100円
対象者：女性
内容：マニキュア10本、ネイルシール2本分付き
★Ｔeam Ｓmile Ｂeauty

JIEA Kids World－子ども英会話教室 
時間：①12：30～13：15　②13：30～14：15　
　　　③14：30～15：15
参加費：1クラス300円
　　　　※家族が協会会員の場合は無料
対象者：小学生（1～6年生）
定員：各クラス先着16人
講師：市英語指導助手
申・問：市国際交流協会☎（57）0713
★市国際交流協会

韓国式抹茶席＆ミニショップ 
韓国式抹茶席：300円
ミニショップ（ナツメジャム・ゆず茶・韓国民芸品）
姉妹都市の慶山市を知ろう
定員：数に限りがあります
お茶の先生：韓国茶道協会京都支部長 尹道心（ユンドシン）さん
企画：さんさんフェスタ企画運営委員会
協力：国際ソロプチミスト南京都・市国際交流協会

たまご多肉を作ろう！ 
所要時間：15分程度（個人差有）
参加費：500円
対象者：どなたでも
定員：先着20人
内容：たまごの殻にかわいい多肉植物を植えまし
ょう！

プリザーブドフラワーアレンジメント体験 
所要時間：10～15分
参加費：500円
対象者：4歳以上
定員：先着20人

プチオカリナ＆プチマラカス作り 
所要時間：15分程度（個人差有）
参加費：500円
対象者：どなたでも
定員：先着20人
内容：手のひらサイズのかわいいオカリナやマラカ
スに好きな色を塗って自分だけの楽器を作ろう！

申込要

子どもたちに
どうぶつマン変身グッズ

をプレゼント
（先着100人）

１２：００～１５：３０

【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

Ｂ１階
市民プラザ

２階
ふれあい
ホール

家族で
家族で遊ぼう
遊ぼう

★ちぇりー☆びーんず

３階
西館
会議室

※イラスト：しいの木保育園児

内容
H24年キッズステーションの様子

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　ぱれっとJOYO市民会議
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平成26年（2014年）

男女共同参画だより



か ふ ぇ
会 場  文化パルク城陽
住 所  城陽市寺田今堀１番地
最寄り駅  近鉄京都線「寺田駅」
 ※東口より南450メートル
 　徒歩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

【展示・販売出展団体】　★宇治地区更生保護女性会★新日本婦人の会城陽支部★NPO法人アウンジャ★城陽母親連絡会★市人権擁護委員★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★国際ソロプチミスト南京都★ぱれっとJOYO市民会議★市働く女性の家★市男女共同参画支援センターぱれっとJOYO★市女性会★市食生活改善推進員協議会ヘルスメイト城陽★城陽民
話の会★城陽モラロジー事務所★市文化協会★市体育協会★緑と教育と文化財を守る会★年金城陽女性の会★城陽ボランティア連絡協議会★市高齢者クラブ連合会★市民生児童委員協議会★環境
ボランティアエコフレンド城陽★市交通安全女性の会★市市民活動支援センター★おりなす.キャンプ.城陽★日本語支援ボランティア団体「夢気球」★城陽環境パートナーシップ会議★市婦人防火
クラブ★子育て支援課★城陽親と子の劇場★未来塾-子どもの教育を考える会-★城陽旬菜市運営協議会★子育て支援隊あっとまーく★レザーアート・クラフト★(社福)南山城学園 和(なごみ)★JA
京都やましろ女性部食品加工部★商工観光課★ちぇりー☆びーんず
【さんさんフェスタ協力団体など】★しいの木保育園★韓国茶道協会京都支部★城陽要約筆記サークル「ダンボ」★子育て支援隊あっとまーく★京都府男女共同参画センター★京都府山城北保健所

１２：００～１５：３０

手工芸品
□牛乳パックのイス（大・小） □着物地（スカーフ・布スリッパ） □人
形型メモクリップ □着物のリメイク品 □軍手で作った干支（馬） □さ
をり織り □ポーチ □ストラップ □陶芸品 □ハンカチ □紙すきハガ
キ □フェルト製品（コースター・鍋敷・キーホルダー・針刺し） □座
布団 □カゴ □エコたわし □手染めの小物（ストールなど） □ポシェッ
ト □小銭入れ □ペンケース □雑貨（編み物、布小物など） □多肉植物 
□不用なネクタイやペーパーの芯を利用したネックレス

食品
□地元産の旬野菜 □ジャムや漬物 □つくだに □梅干し □ちらし寿司
□だし巻き玉子 □みそ □クッキー □乾燥マンゴー □からだにやさし
い炊き込みごはん □赤飯 □災害用備蓄パン □よもぎ大福
その他
□ハーブ製品（キャンドル・バスボム・ポプリ）
□寄付つき商品（まどかの堆肥）
□城陽いろはかるた

□ホットコーヒー □ケーキ □カレー □ぜんざいなど

けん玉披露

★市女性会★市交通安全女性の会★城陽親と子の劇場

★城陽母親連絡会

展 示 で 交 流

ワ － ク シ ョ ッ プ

ク ロ ー ジ ン グ ミ ニ イ ベ ン ト

人権・平和・男女共同参画 保健・医療・福祉 国際協力
更生保護女性会の活動を知っていただくため 城陽市の福祉に貢献していけるように頑張っ

ています
学んで話して楽しいにほんご教室

生かそう憲法、女性が太陽のように輝く為に
心をつなぐコミュニケーション 私たちの年金はどうなるの？ 災害救援・地域安全
母親大会の様子と世界の女性の課題 ボランティア「あの人の幸せを　私の幸せに」 未来へつなげる防火の架け橋
考えよう相手の気持ち、育てよう思いやりの心 みんなで絆を深め友愛の輪を広げましょう
会の活動と第33回女性の船参加者の報告 みんなあつまれ！子育て仲間 環境の保全
女性と女児の生活の向上 次代に残そう　ふるさとの生き物たち
25年度の取り組みを紹介します 子どもの健全育成
自分らしさを探しにきませんか？ 笑顔で子育て！！子育て情報コーナー 社会教育
パパとコドモが参加できる講座をご紹介 観て！遊んで！友達いっぱいつくろうよ！ 一年間の活動報告とボランティア報告です
「春は城陽から」梅・桜・桃・・・ 子どもたちの本当の栄養になる学びとは 野菜足りてますか？知ってほしい野菜の

“チカラ”を!!学術・文化・芸術・スポーツ まちづくり
市民と共に向上し続ける文化協会の記録 交通安全は家庭から 城陽にこんな所や話があった事を知る

「かるた」の原点“スポーツのことならおまかせ”『体育協会』 支援センター取り組み活用術

和
わ

訶
か

羅
ら

河
がわ

（木津川）のほとりにおりなす歴史 みどりがつなぐ城陽みどりのまちづくり基金 道徳について考えましょう

100～300円

手 づ く り シ ョ ッ プ

１５：１５～１５：３０

ホッ

いろはかるた

無料

Ｂ１階
市民プラザ

わが家の省エネ大作戦！
対象者：どなたでも
★城陽環境パートナーシップ会議

電気代やガス代などを記入するだけ
で、ご家庭の省エネ度がわかる！！

要約筆記を体験してみよう
対象者：どなたでも
★城陽要約筆記サークル「ダンボ」

パソコン要約筆記はどうするのか、
体験してみませんか？ 携帯用ホワイ
トボード販売！

あなたのこころは元気ですか
対象者：どなたでも
★山城北精神保健福祉支援ネットワーク

精神保健福祉に関する啓発・案内・
相談

３階
西館
会議室

いい所 見つけませんか？
対象者：20歳以上
★はっぴぃ　すまいる

簡単な分析だけで、あなたの知らな
い良い所がもっと見つかります

（いいね！）と （サンキュー！）で知り合おう“まち”のこと
当日配布のプログラムに付いている「いいね！シール」を応援したい市民活
動団体にあげよう！そして、団体から「サンキュー！シール」をもらおう！
当日配

サンキ
ュー！

シール
を3つ

集めた
人に粗

品をプ
レゼン

ト（先着
200人

）！

文化パルク
城陽

平成26年（2014年）2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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