
Ⓒ2017「彼らが本気で編むときは、」製作委員会 人権イメージキャラクター
人KENまもるくん

人権イメージキャラクター
人KENあゆみちゃん

無料

無料

主なメディア出演
日本テレビ「ダイエットヴィレッジ」「月曜から夜ふかし」
TBS「直撃！コロシアム!!　ズバッと！TV」「好きか嫌いかいう時間」
フジテレビ「ノンフィクション」
AbemaTV「芸能㊙チャンネル」「FLESH　BLOG　ON　AIR♯5」
「AbemaPrime」「Wの悲劇」他多数

主な著書
どすこい ! !　ももち日和
芸人母と、発達障がいの息子の奮闘記（宝島社）

脚本・監督：荻上直子/公開：平成29年2月
上映時間：127分
出演：生田斗真、桐谷健太、柿原りんか、ミムラ　など

母親に捨てられたも同然の小学生が、叔父とトランス
ジェンダーの恋人との奇妙な共同生活を通して、成長
していく姿をつづる

プロフィール
　京都市在住の作詞家。中森明菜、高橋真梨
子、夏川りみなど、数多くのアーティストに
作品を提供。1997年に千住明（せんじゅあき
ら）氏と共に担当したアニメ映画「どんぐり
の家」の主題歌「心と心で」は、中学校音楽
の教科書にも採用。その他、テレビドラマや
CM、ミュージカルの訳詞なども担当。2013年
に京都府人権啓発イメージソング「世界がひ
とつの家族のように」、2016年には子ども向
けサブソング「えがおのおくりもの」の作詞を
担当。

　京都発ウクレレとギターによるアコース
ティックデュオ。ポップで爽やかなサウン
ドが魅力。テレビやラジオの番組にも、オ
リジナル楽曲が多数起用されている。代表
曲に「サマー・シュプール」「京都タワー
にのぼって」などがある。また、平成28
年秋に誕生した子ども向け京都府人権啓発
サブソング「えがおのおくりもの」も彼ら
が歌っている。

作詞家
鮎川めぐみさん

フラリーパッド

プロフィール
1979年　栃木県生まれ。
　17歳で妊娠、結婚。18歳で一児の母となるも、
23歳のときに可愛いひとり息子の障がいがわかっ
た。さらに夫の浮気が原因で離婚。シングルマザー
として軽度の発達障がいがある息子を育てながら
介護・福祉の仕事を目指し、ヘルパー２級の資格を
取得。デイサービス、特別養護老人ホームに８年間
勤務する中、介護福祉士を取得。36歳でお笑い芸
人となり現在は施設勤務と芸能活動を並行。

講師：お笑い芸人
　　　介護福祉士 柏崎　桃子さん

はたらくシングルマザー芸人と、発達障がいの息子の奮闘記
～どすこい！！諦めたら試合終了だよ！！～要申込

午前の部

要申込

午後の部

場所：文化パルク城陽

男女共同参画社会をめざして　ぱれっとＪＯＹＯ発信第23回

西館２階　ふれあいホール　10：00～11：45（９：30開場）

西館２階　ふれあいホール　13：00～15：30（12：30開場）

女
ひと

と男
ひと

のまつり
夢いっぱい　多彩な交流

２月17日（日）10：00〜15：30
　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
参画社会の実現を目指す「さんさんフェスタ」。開催23回目を迎
える今年のテーマは「声をあげよう。声をきこう。」です。36の
男女共同参画を推進する市民活動団体などが出展し、講演会や映画
上映、展示、親子で遊べるコーナー、ワークショップ、販売、カ
フェなど、どなたでも楽しめる内容が盛りだくさん。また、昨年
11月に募集しました「ＤＶ（夫や恋人など親密な関係で起こる暴
力）防止啓発キャッチフレーズ」作品の展示もあります。みなさん
の参加を心からお待ちしています。問・申男女共同参画支援センターぱれっとＪＯＹＯ　☎（54）7545

対談：フリーMC　中島　悠子さん
プロフィール
　城陽生まれの城陽育ち。大学卒業後は大阪市内の広告代理店で一年間OLを経験し、その後キャンペーンガール 
イベントコンパニオンを経て、現在に至る。結婚後も大好きな城陽市に在住し、男の子２人のママとして日々、 
子育てに奮闘しながらも講演会や式典、イベントなどの司会者として活動中。

講
演
会
＆
対
談

■定員　先着250人　＊午前の部のみ託児、手話があります（座席指定です） ＊午前の部は要約筆記有
■申込方法　来館または往復はがき・Eメールに以下の項目を表記の上、ぱれっとＪＯＹＯまでお申し込みください。
①件名（「午前の部申込」もしくは「午後の部申込」＊双方ご希望の場合はそれぞれに要申込）　②参加者全員の名前　③住所　④電話番号　⑤メールア
ドレス（③～⑤は代表者のみ）　⑥柏崎さんへの質問やメッセージなど　⑦託児希望の場合は、子どもの名前・月齢・性別（先着７人・６カ月～就学前ま
で）　⑧手話希望者の名前　
■申込期間　●往復はがき　２月２日（土）～９日（土）必着　●来館・メール　２月２日（土）～13日（水）17：00（休館日　２月７日（木）・２月12日（火））
　＊２月15日（金）に当日先着受付の有無と人数を市ホームページにてお知らせします。託児・手話は事前申込のみ。
■申込先　〒610-0121　城陽市寺田林ノ口11-114　城陽市男女共同参画支援センター　ぱれっとＪＯＹＯ　/　E-mail：palettekoza@city.joyo.lg.jp

映画上映
『彼らが本気で編むときは、』

京都府人権啓発ユニット派遣事業

【午前の部】
【午後の部】
それぞれに
要事前申込

入場券として、返信用
ハガキ、またはメール
を送ります。

鮎川めぐみさんのトーク&
　フラリーパッド
　　ミニコンサート

（13：00〜）
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学習
自立

男女いきいき 笑顔あふれる 元気なまち

この広報紙は再生紙および植物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



西館３F
第４会議

室Ｂ

展示で交流

自分のいいとこ見っけ

手づくりショップ

26団体が展示

チェックシートで自分のよいところに気づき
生活に役立つ内容です　

ウォームビズを実践！
さんさんフェスタ
午後の部

12：00～15：30

11団体が手づくり品
などを販売

けん玉あそび

魚つりゲーム

一般事業主行動計画※により、女性活躍推進に取り組まれている市内企業を訪問しました
☆せいわママさんクラブ交流ランチ会をレポート！

※企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、多様な労働条件の整備等について定める計画

＊当日８：00 の時点で城陽市に気象警報または気象特別警報が発表中の場合は中止します。また８：00 以降に発表された場合はその時点で開催を中止することがあります。

男女共同参画を推進する
市民活動団体による
まちづくりのさまざまな
活動を知ろう

■ 定員　先着15人
■ 対象　中学生以上

■ 京都府立城陽高等学校
■ 京都廣学館高等学校（精華町）

ホットコーヒー
100円

■ 出演　ドレミちゃんおんがくかい
■ 15：15 ～ 15：30
■ 無料

■ 対象　　子ども～大人
　　　　　（未就学児は保護者同伴）
■ 定員　　先着20人
■ 参加費　500円

■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　■共催　城陽市
■協力団体など　京都地方法務局宇治支局　☆　京都府山城北保健所　☆　市人権擁護委員

住所：京都府城陽市寺田今堀１番地
近鉄京都線「寺田」駅東口より南450M徒歩10分
城陽さんさんバス「文化パルク城陽」
＊ 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ご利用ください

カレーライス
ぜんざい
各300円

①12：30～13：15 ②13：30～14：15 ③14：30～15：15

■ 参加費　 １クラス／300円
　　　　　（ただし家族が協会会員の場合は無料）
■ 講師　　市英語指導助手（AET）
■ 対象　　小学生（１～６年生）
■ 定員　　各クラス先着16人
　　　　　（定員に満たない場合は当日参加可）
■ 詳細・申込　
城陽市国際交流協会　TEL：57-0713

■ 対象　　子ども～大人
　　　　　（未就学児は保護者同伴）
■ 参加費　子ども　各100円
　　　　　大人　　各400円～
子ども用…髪飾り・ブローチ・キーホルダー
大人用……ネックレス・ブローチ
＊材料がなくなり次第終了

わが家の省エネ診断 無料

無料

■ 12：50～15：30　■ １回３人まで
車イス体験 無料

高校生の DV 防止啓発の
取り組み紹介

クロージングイベント

チョークアート体験

JIEA  Kids  World　
　　　　　　子ども英会話教室

軽食カフェ

ししゅうのブローチ作り・販売

節電グッズ・ネクタイバッグ・干支のきめこみ
人形・干支のぬいぐるみ・グルーデコ（アクセ
サリー）・布製品・陶芸・非常食など・茶だん
ご・野菜・クッキー・梅干し・ちらし寿司・野
菜おこわ・漬物・よもぎ大福など　

AB
C

　【星和電機株式会社】では、女性が活躍するために、出産や育児といっ
た、女性が働き方を変えざるを得ない時期の離職を防ぐために、女性の働く
環境改善や職場復帰後の不安解消をテーマに、両立支援の方法として「ママ
さん」という共通項で情報交換し合えるランチ会が開催されています。
　この企画は、働く時間の制約がある「ママさん」の昼食休憩時間に着目し
た女性社員が発案しました。育休中の女性社員も参加対象で、希望者は、

保育園入所の予定や、復帰後の勤務に関してなど、所属長と面談もできま
す。平成30年11月22日に第２回が開催され、男性社員らの運営サポートも
あり、「パパさん」も急遽参加！普段交流の無い部署の人同士で、育児真っ
ただ中のママと先輩ママが少数グループに分かれました。初めは少し緊張も
ありましたが、食事が済むころには、わいわい盛り上がり活気あるテーブル
も。和やかな交流があり、笑顔あふれる楽しいひとときを過ごされました。

●働き続けるために大切なことは？　　
・�自分が楽しく働く姿も子どもの糧になると思うの
で、とにかく楽しく働く。
・�働き続けるのが自分の中では普通なので、特に意識
していない。

●自分自身が両立のためにしていることは？
・�子どもがお手伝いをしたいときは失敗してもよいの
でやらせる。（後々戦力になる）
・�子どもと散歩をして体を鍛える。（病気になると会
社を休むことになるので）

●ランチ会の反響や良かったことは？
・�お子さんの性別、学年を知り、困りごとや気になる
ことは、この人に聞けばいい、という人が増えた。
・�知り合いが増えたので仕事の面で連携が取りやすく
なる。
・子育ての最新情報が聞けてよかった。
（参加ママさんのアンケートより抜粋）

●クラブを運営している女性社員の先輩ママ
さんより
　リラックスしたムードの中、ママさん達が
元気になるのを目の当たりにし、喜びを感じ
ています。世代、雇用形態もさまざまなので
多くの情報を共有できたことも成果です。マ
マさん達の子どもへの深い愛情と頑張り、工
夫がよくわかりました。

育休中の社員はお子さん連れで参加

ランチ会参加者は総勢20人

地下１階　市民プラザ

西館３Ｆ
第４会議

室Ａ

西館３Ｆ
コミセン会議室

西館３F
工芸室

カフェ親子 あそぼう‼で

要申込

無料

DV防止啓発キャッチフレーズ
入賞作品展示

☆ホームページアドレス☆　http://www.city.joyo.kyoto.jp/	 ※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）

平成31年（2019年）２月１日  （2）男女共同参画だより市の木−梅　　市の花−花しょうぶ　　市の鳥−しらさぎ


