
■定員　先着250人
　＊当日９：30から会場で先着順に受付
　＊満員の場合は入場をお断りすることがあります

■手話・要約筆記　有
　＊手話は２月２日（火）～６日（土）までに要申込

■保育　先着7人
　＊６ヵ月～就学前まで
　　２月２日（火）～６日（土）までに要申込

参

加特典有

　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20回目を迎える今回は、42の市民活動団体
などが出展し、講演会や親子で遊べるコーナー、ワークショップ、手づくりショッ
プ、カフェなど、子どもも大人も、女性も男性も楽しめる内容が盛りだくさん！
　また、「第20回さんさんフェスタ記念企画」として、内容を充実し、今までに
ない企画も実施します。
　みなさんのご参加を心よりお待ちしております。

女と男のまつり
ひと ひと

─夢いっぱい　多彩な交流─

さん んフェスタさ
男女共同参画社会をめざして　ぱれっとＪＯＹＯ発信

9：45
～15：30 in 文化パルク城陽【　・　】
市男女共同参画支援センター
ぱれっとＪＯＹＯ☎（54）7545

申 問オープニングセレモニー

講演会

■出演　作詞家・鮎川めぐみさん、府立西城陽高等学校合唱部

人権啓発イメージソング
　「世界がひとつの家族のように」合唱

無料
申込不要
当日受付

人権イメージキャラクター

人ＫＥＮあゆみちゃん 人ＫＥＮまもる君

第１部 第２部 第３部
ワークとライフのナイスバランス
～地域とつながる 人とつながる～

講師：ジェフ・バーグランドさん
　1949年アメリカサウスダコタ州生まれ。カ
ールトン大学卒業後、同志社高校に就職。大
手前女子学園教授。帝塚山学院大学教授を経
て、2008年京都外国語大学教授に就任、現在
に至る。京都在住46年。現在は江戸時代後期
に建てられた京町家に暮らし、日本人以上に
日本の文化を愛する一人でもある。

　当日配布するプログラムについている「いいね！
シール」を応援したい団体にあげよう！そして、団
体から「サンキュー！シール」をもらおう！ ■出　演　奥田奈々美さん（新七味系!?）

　　　　　声楽家・ピアノ講師 川合美輝さん
　　　　　ウインド アンサンブル ピアチェーレ
　　　　　こたやん（Ｋ＋キッズ商会）
　　　　　府立城陽高等学校吹奏楽部
　　　　　奥田菜月さん（新七味系!?）
■対　象　３～５歳のお子さんとその保護者など
■定　員　先着100人
　＊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
■整理券の発行
＊当日、文化パルク城陽ふれあいホール（２階）前で
　12：45から整理券を配布します

　＊１家族５枚（家族分のみ）までです
■企画実施　ぱれっとくらぶ　　■協力団体など　ＳＭＮ６８・府立西城陽高等学校・
おとこのわいわい日曜塾・ラッピングすぺーす 風・堀田穫美さん・新七味系!?（奥田
紘子さん・奥田真己さん）・京都金銀糸振興協同組合

　同志社大学卒業。1972年ジェフ・バーグラ
ンドさんと結婚。1980年4月～2015年3月同
志社高等学校英語科講師。アメリカの高等学
校を卒業するほどの行動派。大学卒業後、神
戸にある貿易関係の会社に就職。

夫婦トーク
～ともに働き　ともに学び　ともに育て～

「いいね」と「サンキュー」で
出展団体とコミュニケーション

　「虹のぱれっとプロジェクト」の展示をみよう！（エントラ
ンス・１階）展示をみて、『感じたこと・思ったこと・伝えた
いことなど』を当日配布するプログラムについている「メッセ
ージカード」に書き込み、メッセージボードに貼ろう！

府立城陽高等学校、府立西城陽高等学校の
生徒のみなさん、熱気球フェスタ2015参
加者のみなさん、合わせておよそ700人の
人に「男らしさ・女らしさ」について考え
ていただいたビッグアートプロジェクト
『虹のぱれっとプロジェクト』をさんさん
フェスタでも展示します！

「虹のぱれっとプロジェクト」メッセージボードに
あなたの想いを！

第 回

虹のぱれっとプロ
ジェクト

９：30開

場

９
：4

5～10：00

西館２階

ふれあいホ
ール

10

：2
0～11：50

西館２階

ふれあいホ
ール

13：45開 場

14
：00～15：00

西館２階ふれあいホールキッズステーション
「ぱれっと音楽パーティ♪～ワクワクポン～」

無料
申込不要

当日受付

無料
申込不要
当日受付

日米子育て論
～国際結婚ここが　 ここが　～

講師：バーグランド 薫さん

2016年
2月14日（日）

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。
「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。
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　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。
これにより、平成28年４月１日から、労働者301人以上の企業は、
①女性の活躍に関する状況把握・課題分析
②その課題を解決するための数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
③女性の活躍に関する情報の公表
を行わなければなりません（300人以下の企業は努力義務）。　
　また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が優良な企業について
は、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
　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。

　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、具体的な基本目標や課題、施策などを示
した「さんさんプラン」を改定しました。その一部を紹介
します。
・地域防災リーダーの女性の登用数の目標値を「複数
人」から「10人以上」へ

・ぱれっとＪＯＹＯの男女共同参画推進登録団体数の目
標値を「28団体」から「45団体」へ

　詳細は市ホームページをご覧ください。

男女共同参画だより

女性の職場における活躍を推進する「女性活躍推進法」が平成27年９月４日に施行されました! 第3次城陽市男女共同参画計画「さんさんプラン」
改定版を平成27年８月に発行しました。

【さんさんフェスタ参加出展団体：42市民活動団体など】★城陽旬菜市運営協議会★市子育て支援課★市交通安全女
性の会★市女性会★ＪＡ京都やましろ女性部食品加工部 城陽支部★環境ボランティアエコフレンド城陽★市文化協会
★城陽環境パートナーシップ会議★市高齢者クラブ連合会★市民生児童委員協議会★市人権擁護委員★日本ボーイス
カウト城陽第１団★市婦人（女性）防火クラブ★日本語支援ボランティア団体「夢気球」★国際ソロプチミスト南京
都★城陽ボランティア連絡協議会★城陽モラロジー事務所★緑と教育と文化財を守る会★はっぴぃ すまいる★ＮＰＯ
法人アウンジャ★新日本婦人の会城陽支部★市働く女性の家★車イス介助グループ・杉の子会★ちぇりー☆びーんず
★社会福祉法人 南山城学園 和（なごみ）★城陽母親連絡会★市食生活改善推進員協議会（ヘルスメイト城陽）★城陽
レインボーサークル★城陽民話の会★城陽親と子の劇場★年金城陽女性の会★未来塾ー子どもの教育を考える会ー
★久世女性会★一般社団法人 京都社会福祉士会★市体育協会★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★ＮＰＯ法人市民共同発電をひろげる城陽の会★市国際交流協会★宇治地区更生保護女性会★市レクリエー
ション協会★ぱれっとＪＯＹＯ市民会議★ぱれっとくらぶ【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★参加出展団体【共催】城陽市【さんさんフェスタ協力団体など】★府人権啓発ユニット派遣事
業★京都地方法務局宇治支局★府山城北保健所★府立西城陽高等学校★府立城陽高等学校★市人権擁護委員★ＳＭＮ
６８★保育ヘルパーサークルぽっぽ★読書サークル「本の森」★市内保育園・幼稚園児の絵画（テーマ 家族の笑顔）
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城陽

会場：文化パルク城陽

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お使いください

展示で交流

ワークショ
ップ

親子であそ
ぼう

カフェ
手づくりシ

ョップ

体験など

30団体が展示
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。

13団体が約45種類の
手工芸品や食品などを販売

車イス体験

■参加費　無料
■定員　１回３人まで

自分のいいとこ見っけ
簡単な分析で、あなたも知らない
良い所がもっと見つかります。

■出演
府立西城陽高等学校合唱部
■参加費　無料

わが家の省エネ大作戦＆城陽生
き物ハンドブックのＤＶＤ版が完
成しました
　地球にも家計にも優しい省エネ。
　身近にできることをアドバイス。
■参加費：無料

申込不要

キラキラボディジュエリー
■材料費　300～1,000円
■定員　先着15人程度
■対象　概ね３歳以上
■所要時間　15分程度

軽食カフェ
★カレーライス
★ぜんざい
★かす汁
■各300円

※クロージングイベントは地
下１階 市民プラザにて 15：
15～15：30に開催します

“パルクカフェ”でほっと。
気軽にふらっと立ち寄り、
認知症のことについて語
り合いませんか。
＊温かい宇治茶サービス
　（先着40人）
■無料

リバティプリントで作る
ラッピングブレスレット
■材料費　500円
■定員　先着10人
■対象　小学生以上
■所要時間　10分程度

スイーツデコ
フォトフレーム　　
■材料費　600円
■定員　先着30人
■対象　幼児以上 
■所要時間　15分程度

スイーツデコ
フォトフレーム　　
■材料費　600円
■定員　先着30人
■対象　幼児以上 
■所要時間　15分程度

アロマが香る
ドライフラワーで飾る
アロマワックスバー　
■材料費　600円
■定員　先着30人
■対象　幼児以上
■所要時間　15～20分程度

アロマが香る
ドライフラワーで飾る
アロマワックスバー　
■材料費　600円
■定員　先着30人
■対象　幼児以上
■所要時間　15～20分程度

リバティプリントで作るク
ルミボタンのヘアゴム
■材料費　300円／１つ
■定員　先着10人
■対象　小学生以上 
■所要時間　５分程度

リバティプリントで作るク
ルミボタンのヘアゴム
■材料費　300円／１つ
■定員　先着10人
■対象　小学生以上 
■所要時間　５分程度

ぽんぽんはんこで
ランチョンマットつくり
■材料費　500円
■定員　先着20人
■対象　概ね３歳以上
■所要時間　15分程度

ぽんぽんはんこで
ランチョンマットつくり
■材料費　500円
■定員　先着20人
■対象　概ね３歳以上
■所要時間　15分程度

フラワーアレンジメント
■材料費　500円
■定員　先着20人
■対象　幼児以上
■所要時間
　15～20分程度

フラワーアレンジメント
■材料費　500円
■定員　先着20人
■対象　幼児以上
■所要時間
　15～20分程度

プチオカリナ作り
■材料費　600円
■定員　先着30人程度
■対象　概ね３歳以上
■所要時間　15分程度

JIEA Kids World－子ども英会話教室－
①12：30～13：15
②13：30～14：15
③14：30～15：15

■参加費　無料
■定員　先着15人
■対象　20歳以上

申込不要

申込不要

申込不要

みんなで楽しく魚つり
■対象　幼児～小学生

絵本のひろば＆
塗り絵であそぼう　
アンパンマンシリーズなど
やなせたかしさんの絵本ほ
か約150冊

■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
■定員　各クラス先着16人
■申込開始　２月２日（火）から
■　・　市国際交流協会☎（57）0713問申

要申込

がんばるお
母さんの

楽しい手作
りワークシ

ョップ

人権イメージキャラクター
人ＫＥＮあゆみちゃん 人ＫＥＮまもる君

ホット
コーヒー
カフェ
■100円

けん玉で
遊ぼう

折り紙で楽しもう！

ゆず茶
ふるまいカフェ
■無料（先着200人）

申込不要■無料

お子さんは保護者と一緒に作ろう！
材料がなくなり次第終了！ 申込不要

■有料

開催場所

開催時間

B１F …地下１階 市民プラザ

３F
B１F

B１F

B１F B１F B１FB１F

３F

３F ３F

３F

…西館３階 会議室など

12：00～15：30

クロージン
グイベント

クロージン
グイベント

☆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28年（2016年）  ２月１日  （2）問…申込方法申 …問い合わせ


