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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

第２2回

女
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ー夢いっぱい 多彩な交流ー

【 申・問 】男女共同参画支援センターぱれっとＪＯＹＯ　☎（54）7545

※府人権啓発ユニット派遣事業

Ⓒこうの史代・双葉社／『この世界の片隅に』製作委員会

　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」。
　開催22回目を迎える今年は、女性に対する暴力の根絶と児童虐待防
止のシンボルであるパープルリボンとオレンジリボンを広めることを

さ さん んさ さん んフェスタ
男女共同参画社会をめざして　ぱれっとＪＯＹＯ発信

2月11日（祝）10：00〜15：30　【会場】文化パルク城陽

講演会

無料

無料

定員　当日先着250人
託児/手話　事前申込要
　◆託児対象　先着７人（６カ月～就学前まで）
　◆申込期間　２月２日（金）～７日（水）17：00まで
　◆託児/手話申込者は座席指定有
　※要約筆記　有

定員　250人
費用　無料
入場整理券　入場整理券は当日配布します
　枚数　１人２枚まで（座席自由）
　配布時間　12：00から
　配布場所　ふれあいホール前
　日本語字幕をつけて上映します

作詞家。夏川りみ、中森明菜、高橋真理子ほか作品提供は多数。2013 年からは府人権啓発イ
メージソング『世界がひとつの家族のように』を作詞。京都府の各地で、この歌を広める活動を
している

こうの史代の同名漫画（第13回文化庁メディア芸術祭 
優秀賞受賞）を映画化。昭和19～20年の広島呉を舞台
に主人公・すずが、戦時下の困難の中にあっても、工
夫を凝らして豊かに生きる姿を描く（第40回日本アカ
デミー賞最優秀アニメーション作品賞受賞・第45回ア
ニー賞インディペンデント作品賞ノミネート）

城陽高校放送部出演
デートＤＶ防止ラジオＣＭ披露

自分らしく生きるために
～家田からのエール～

作詞家

映画
上映

鮎川めぐみさんのトーク＆歌

『この世界の片隅に』

講師 （作家・真言宗僧侶）家田 荘子さん

講師プロフィール

人ＫＥＮあゆみちゃん　 人ＫＥＮまもる君

◦人権
イメージキャラクター◦

【パープルリボン展示】

文化パルク城陽
へのご案内

・絵画と詩
・ぱれっとＪＯＹＯ
　市民会議の作品
・小学生の作品
・ポスター
・ シンボル作品
　協力　布花 Koshino

最寄駅：近鉄京都線「寺田
駅」東口から南450メー
トル徒歩約10分
城陽さんさんバス「文化パ
ルク城陽」下車すぐ
※ 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

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） 地下１階　市民プラザ
　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　■共催　城陽市　■協力　京都地方法務局宇治支局・府山城北保健所・市人権擁護委員
　※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

めざします。また、41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、子どもから大人まで、どなたでも楽しめる内容が盛
りだくさん！みなさんの参加を心からお待ちしています。

パープルリボン（女性に対する暴力根絶）とオレンジリボン（児童虐待防止）と

ぱれっとＪＯＹＯの仲間たち

日本大学芸術学部放送学科卒業。高野山大学大学院修士課程
修了。女優、Ｏ L など 10 以上の職歴を経て作家に。1991
年、「私を抱いてそしてキスして－エイズ患者と過ごした一
年の壮絶記録」で大宅壮－ノンフィクション賞受賞。2007
年、高野山大学にて伝

で ん ぽ う か ん じ ょ う

法灌頂を受け、僧侶に。住職の資格を
持つ。高野山の奥の院、または総本山金剛峯寺にて駐在（不
定期）し、法話を行っている。『極道の妻たちⓇ』『少女犯
罪』『四国八十八ヵ所つなぎ遍路』『孤独という名の生き方』
など著書多数
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地下１階  市民プラザ  12：00～15：30
展示で交流

手づくりショップ

26団体が展示 車イス体験

わが家の省エネ診断

折紙で
　みんな遊ぼう！

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

■１回３人まで　■ 無料
■ 無料

ホットコーヒー　
■ 費用　100円

おうちのエネルギー消費状
況から省エネ有効策をアド
バイスします
■ 無料

手作り小物・ぬいぐるみ・布製品・雑貨・
フェルト作品・手作りおひな様・フラワー
アレンジメント・ちらし寿司・中華おこ
わ・梅干し・よもぎ大福・茶だんごなど

体験・診断

カフェ

親子であそぼう

けん玉で遊ぼう！

11団体が手づくり品などを販売

西館３階  会議室など  12：00～15：30

自分のいいとこ見っけ
プラバンとレジン

アロマストーンづくり

香りのミストづくり

ストラック
アウト

魚つりゲーム

ガオワニ
パニック

とんとん
紙ずもう

カレーライス
ぜんざい
■ 費用　各300円

■ 対象　子どもと保護者　■ 無料

いやしの
　パステルカード作り
パステルを使ってカードを作ろう
■ 定員　先着30人
■ 費用　100円

簡単な分析であなたの良い所をもっと
見つけよう。子育て相談有
■ 定員　先着15人
■ 無料

プラバンとレジンで作る
イニシャルキーホルダー
■ 費用　500円

■ 時間　12：00～12：20　13：00～13：20
■内容　親子で楽しめる曲
■ 無料

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

■ 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

■申込開始　２月２日（金） ９：00から
＊定員に満たない場合は当日参加可

申・問市国際交流協会 ☎（57）0713

■ 費用　１クラス300円
（ただし家族が協会会員
の場合は無料）

ストーンの土台に飾りつけをしよう
■ 定員　先着20人
■ 費用　500円
＊ アロマストーンの販売もあります

精油をブレンドして自分だけの香り
を作ろう
■ 定員　先着20人
■ 費用　500円

軽食・カフェ

キッズワールド

手作り体験

鍵盤ハーモニカ・ミニコンサート

JIEA Kids World―子ども英会話教室

■ 対象　小学生以上
　未就学児は保護者の同伴要

＊ アロマストーンづくりと香りのミストづくり両方される方は800円

コミセン
会議室

工芸室

第４
会議室Ｂ

第４
会議室Ａ

第2
会議室

要申込

ワークショップ

大人も子どもも砂遊び
ミニ箱庭を体験しよう
■１回２人（10分程度）
■ 無料

コミセン
会議室

　市では、第３次城陽市男女共同参画計画「さんさんプラン」において、男女
共同参画社会を推進する取り組みを実施しています。これらと併せ、女性の活
躍推進や地域創生に向けて更なる推進を図る必要があることから、“女性の職業
生活における活躍が実現できるまちをめざして”を基本理念に掲げ、女性活躍推
進法第６条第２項に規定する「女性活躍推進計画」の策定を進めています。

　女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環
境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推
進法）」が制定されました。
　以下がこの法律の基本原則です。

○女性に対する採用、昇進などの機会の積極的な提供およびその活用と、性別による
固定的役割分担などを反映した職場慣行が及ぼす影響への配慮が行われること
○職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職業生活と家
庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること
○女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと

　女性活躍推進法の詳細は、厚生労働省ホームページ（女性活躍推進法特集ペー
ジ）をご覧ください。

城陽市女性活躍推進計画の策定を進めています（平成30年３月策定予定）

女性の職業生活における活躍を推進する女性活躍推進法のあらまし（平成27年８月制定）

☆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）


