
男女共同参画の推進をめざす「ぱれっとフェスタ」は、

ぱれっとＪＯＹＯ市民会議（市民 19人で構成）のメンバーで

企画実施しています。ご参加をお待ちしています。

日時

会場

主催

６月25日 （日）10:00〜15:00
男女共同参画支援センター ぱれっとＪＯＹＯ

ぱれっとＪＯＹＯ市民会議
城陽市

申・問 ☎（54）7545
●ＪＲ城陽駅から東へ徒歩３分
●バス停「男女参画センター」下車すぐ
●ご来場には公共交通機関をご利用願います

当日、アンケート協力者に

市オリジナルの
サンガバッチをプレゼント

※なくなり次第終了随時実施します
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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。

市制施行45周年記念事業
第７回男女共同参画週間事業

その時、あなたは何ができますか？

講　座

私は、教師になる直前まで、福島県に住んで
いました。震災後、自分にできる支援に取り
組み、久世小学校の児童にもその体験を伝え
ています。
「1人1人が誇れる、自慢できる母校を目指し
て」日々、児童と向き合っています。

学術博士（食育）。美作大学大学院卒業。阪神淡路大震災で被災し、非常時に弱者、特に子ど
もの生命を守るための実践的研究を行う。防災は特別なものではなくくらしの中から無理なく
行うユニバーサル防災を提唱している。近著は、災後を生きる「くらしの防災」（メタモル出
版）。幼児期からの食育を40年以上前から提唱し、日本の食育実践の先駆け、NHK教育テレビ
の「ひとりでできるもん」の産みの親でもある。相愛大学客員教授。キッズキッチン協会会長。

講師：久世小学校教諭

講師：食育料理研究家・まなぼうさいラボ副所長・農林水産技術会議委員
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13:00〜15:00

講座・講演会　■対象 どなたでも  ■定員 先着45人　※満員の場合は、入場をお断りすることがあります。 ■申込　講座 当日９：45～、講演会 当日
12：30 ～会場にて受付  ■託児　 講座・講演会 各先着７人　※６ヵ月～就学前まで・６月２日(金) ９：00～20日(火)17：00に要申込

■講師：ケビンさん（AET）
	 市英語指導助手
■対象：年中～小学校中学年程度の児童		■定員：先着15人
■申込：事前申込６月２日（金）9：00～受付開始

■講師：地域の大人ボランティアの皆さん　■対象：幼
児・小学生　※幼児は保護者と一緒にご参加ください。

■出展：人権擁護委員・交通安全女性の会など

6／23（金）～

6／29（木）は、
男女共同参画週間

今年度
男女共同参画週間
キャッチフレーズ

「男で○
まる

、女で○
まる

、共同作業で◎
にじゅうまる

。」

人権擁護委員は、地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手
伝いや、地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるような啓
発活動をしています。
その他、「男女共同参画週間について」「防災情報資料」もご覧いただけます

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。

「女性も男性も、自らの意思により個性と能力を発揮して活躍できる職
場を作るためのキャッチフレーズ」を内閣府が募集し、応募総数3,050
点の中から選ばれました。

交通安全女性の会は、「交通安全は家庭から」を合言葉に、子どもから高齢者
まで自転車の安全利用の推進と高齢者には振り込め詐欺への対応など、交通事
故減少・犯罪減少のための活動をしています。

お手玉・あやとり・けん玉
おりがみ

■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45人
■申込：当日９：45～会場にて

■講師：地域の大人ボランティアの皆さん　■対象：幼
児・小学生　※幼児は保護者と一緒にご参加ください。

■講師：読書サークル「本の森」　
■対象：乳幼児・小学生と保護者　■定員：先着20組
■申込：当日９：45～会場にて

コーヒー 100円
ちらしずし 300円
くさもち 360円
クッキー他 200円～

防災に役立つ！
　キッズ英会話　
1 1：05～1 1：35

むかしの遊び
10：00～12：00

パネル展示 啓発物品の配布

紙芝居
10：00～12：00

カフェ
10：00～13：00

みんなで歌おう
1 1：10～12：10

絵本の読み語り
1 1：40～12：10

10：00～15：00 10：00 ～ ※なくなり次第終了

■ 協力：人権擁護委員・交通安全女性の会

おとなも子どもも毎日できる！
　　　　　 頑張らない 術

■	出店：久世女性会・JA京都
やましろ女性部食品加工部・
ぱれっとＪＯＹＯ市民会議

10:00〜10:55

「東日本大震災を経験して
    子どもたちに伝えたいこと」



☆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）

城陽市男女共同参画支援センター ぱれっとＪＯＹＯ☎（54）7545　FAX（55）5601

男女共同参画だより申…申込方法　　問…問い合わせ 平成29年（2017年）６月１日  （2）

ぱれっとＪＯＹＯをぜひご利用ください！！

日本は前回から10位もダウン！2016年男女平等指数（ジェンダーギャップ指数）
（出典：世界経済フォーラム The　Global　Gender　Gap　Report2016）　

募集します
城陽市男女共同参画審議会委員を募集 第22回さんさんフェスタ企画運営委員を募集

問

ぱれっと JOYO ってどんなところ？ 女性相談員による女性のための無料相談
℡（56）5076

平成18年の開館から多くの皆さんに利用され、11年が経過しました。愛称公募により選ばれた、
館の名称「ぱれっと」とは絵の具の調色板のことです。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。女性と男性が互いに認め合い、その個性と能力を発揮し、
誰もが豊かに生きることができる地域社会を実現するための活動拠点となる施設です。

ぱれっとJOYOの楽しい仲間が当館の機能を紹介します。
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。秘密は厳守します。※託児あり（要事前予約）

●昨年に発表された日本の男女平等指数の順位は、144か国中111位という結果で
した。この指数は、経済、教育、政治、保健の４分野で、男女がどの程度平等であるか
を表しています。●前年から経済分野について、収入の比較方法に変更がありました。
これにより男女の所得格差の評価が大きく下がったことも影響し、日本は経済、政治分
野への女性の参画が著しく低いという結果になりました。●指数を公表している世界経
済フォーラム（世界のビジネスリーダーが中心になって、今後の経済の発展について考
える組織）は、男女の格差を是正することが経済発展にもつながると報告しています。
日本でも女性活躍推進の機運が高まっている現在、女性の活躍と経済発展が密接な関係
にあることは、すでに世界の常識となっているのではないでしょうか。●男女共同参画
社会の実現は、一人ひとりが家庭、地域、職場で、充実感を持って活躍できる豊かな人
生へとつながっています。

基本計画の策定及び苦情の処理に対する意見のほか、男女共同
参画の推進に関する重要事項の調査審議を行うため、「男女共同
参画を進めるための条例」に基づき、城陽市男女共同参画審議会
を設置しています。男女共同参画社会の実現に関心がある人を
委員として募集します。

さんさんフェスタは、男女共同参画社会の実現をめざして、市民
団体などと協働し、講演や展示・ワークショップなどを行うイベ
ントです。平成30年２月11日（日）に文化パルク城陽で開催予定。
会議は、５回程度。第１回会議は、６月28日（水）14時から開催予
定です。

申住所、氏名、年齢、性別、経歴を明記したものと応募理由（800
字以内）を６月27日（火）までにぱれっとＪＯＹＯ（〒610-0121 寺
田林ノ口11-114）へ郵送または持参、ファクス
※結果は書面で通知します。

■対象　 18歳以上の市民で、男女共同参画社会の実現に関心
があり、年２回程度、平日夜間に開催される会議に出
席できる人

■定員　２人（男女各１人）
■任期　２年（平成29年８月８日〜平成31年８月７日まで）

■対象　市民
■定員　５人程度
 ※多数の場合は抽選
■任期　平成29年６月〜
 平成30年３月末まで

平成28年度
フェスタの様子

申６月16日（金）までに住所・氏名・電
話番号・応募動機を明記し、ぱれっと
ＪＯＹＯ（〒610–0121寺田林ノ口
11–114）へ郵送または持参、ファ
クス

～皆さんのまわりは男女平等ですか。～この機会に考えてみませんか～
「女（男）だから」「女（男）のくせに」といった言い方、考え方に抵抗を感じる男
性67.6％　女性81.1％（平成26年度男女共同参画社会に関する市民アンケート
調査結果より）

本を借りる
コピー機・印刷機の活用

会議室の利用（有料）

パソコンで情報検索 一般・専門・法律相談 親子ルームで気分転換

フリースペースの活用

講座に参加（一部有料）

（有料） （飲食可）
ぱれっとさん

しょう花さん
（花しょうぶ）

しらさぎくん
（しらさぎ）

てらくん
（寺田イモ）

いっちゃん
（いちじく）

やすらぎさん
（緑と太陽、やす
らぎのまち）

製作：版画家 日比陽子さん

一般相談
（予約不要）

毎週火曜日 13：30～16：00

毎週金曜日
毎週土曜日 ９：30～12：00

専門相談
（要予約）

第２水曜日 ９：30～12：30

第３土曜日
第４水曜日 13：30～16：30

法律相談
（要予約）

奇数月第１水曜日
（原則） 13：30～16：30

順位   国名　　（　）は昨年の順位
記載無は昨年同順位

1→ アイスランド

2↑ フィンランド (3)

3 ↓ ノルウェー   (2)

4 → スウェーデン

5↑ ルワンダ　　（6）

7→ フィリピン

45↓ アメリカ　　（28）

75→ ロシア

99↓ 中国　　　　（91）

111↓ 日本　　　　（101）

ご存知ですか？　男女共同参画情報コーナー


