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第19回 まちだ男女平等フェステイパル 特集号

2019年 2月 2日 (土)3日 (日)町田市民フォーラム

心をつなぎ 手をつなぎ、今こそみんなが輝こう

男女平等推進センター情報紙

2/2 12:15～ 14:∞ 4階 第 1学習室

rtllrt* rilB? I2 over the rainbol

東ちづるさんが LGBT当 事者 50人にインタビュー,

はるな愛さんやピーターさんも…  口申し込劉

2/3 10:∞ ～12:∞ 3階 視聴覚室

「本当に女性の輝 ける社会になる ?」

～■き方改革■違法を学ぶ～

原 伸子さん(法政大学敏授)

2/3 13:30～ 15:30 4階 第 2学習室

『親・連れ合い・ 自分自身

三度の老いをどう生きる」

群題凸絶早きん(社会学者)

・夫を見送つた後、自分の老いとどう向き合 うの力】

2/3 13:30～ 15:30 3階 ホール

世界で広がる「♯hT∞ Jを
日本でも広げるために

明:ぷ 桑員さん (毎日新聞記者)巨申し込司
日本では何が妨げになつているのでしょうか ?
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町田市男女平等推進センター

運営委員会

町田市原町田4-9-8
町田市民フォーラム3階
L042-723-2908

メイン企回 2月 2日 (土)9:45～ 12:003階 ホール

オープニングコンサートケーナ:山下孝之さん、ギター:椰種雷僣さん

/セレモニー

‖師 番
「だれもが し

墓■講演 臓申し込冽／

山

きヽいきと暮らせる社会へ」
リカ さん (精神科医)
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2/2 13:00～ 15:00 3階 活動室

「歌嗣の中の過去・現在 日未来J

～歌を通して時代青量や男女の在り方を

ロリ合いましよう:～

森貞 澄江さん(音楽療法士)

2/3 10:30～ 12:∞ 4階 第2学習室

『所田市臓会―期生臓員にお話を聴く会J

フレッシュな一期生市議の皆さ

お話が聴けるチャンスです

2/3 13:30～ 15:45 3階 活動室

『著者・上野 千鶴子さんと語ろう :J
～フェミニズムとわたし～

フェミニズムとわたし、をテーマ

読み解きます

※ 申し込み方法など詳細は、1月 11日

発行の「町田市男女平等推進センター

だより」をご覧ください。

※ 裏面には 登録団体企画 (16企画)のご紹介、シネマで トーク、などを掲載しています。
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iび面百百た男女平等フェスティパル 登録団体企画のご紹介 町田市民ラォニラム3階、4階

①町田秦遺会 なごみ茶E
企画 :町田来道会茶券5∞ 円 (当 日茶席受付)

日時 :2月 2日 (土)10時～15時 30分 場所 :3階 和室

ODV綺縮に向けてのソロプチミストキヤンペーン

『こころに集饉を !Hに 集■を 11』

企画 :国際ソロプチミス ト町田一さつき

相談員 :大塚 隆裕さん 他 3名

日時 :2月 2日 (土)12時～16時

場所 :3階 情報 。展示コーナー

③疇を呼ぶ歌ごえ嗅秦
伴奏・歌声 リーダー :大熊 啓さん

企画 :年金まちだ

日時 :2月 2日 (土)13時 30分～16時

場所 :3階 ホール

④スマホ・タプレットを使つてバ
=チ

ャル旅行を体験♪♪
講師 :NPO法人アクテイブ SITA会員

パネラー :村木 栄一さん、高宮 みや子さん、佐藤 美登里さん

企画 :東京都教職員組合町田支部女性部

日時 12月 2日 (土)14時 30分～16時 30分

場所 :4階 第 1学習室

(2019年 2月 3日 (日 )、 2日 目》

O―日■し方繊童『自分の思い」を『自分の言葉Jで
話しませんか?
講師 :酒井 清武さん (町田市話し方連盟 主宰)

町田市話し方連盟

2月 3日 (日 )10時～12時 場所 :3階 活動室

闘わず『■くJこ とは人権です
和泉 貴士さん

町田革新懇憲法連続講座実行委員会

2月 3日 (日 )10時～12時 場所 :4階 第 1学習室

OHAWAEAN CONCERT
フラ指導 :西尾 多息子さん

演奏 :セルナ カマアイナス、KALUA LANI

企画 :フ ラサークル・アロアロ

企画

日時

③男女を
講師

企画

日時

日時

場所

①ダンス
⑤ (自己尊m)こ んな私、あんな私に気づこう

講師 :柴田 悦子さん (CWkiki会員)

企画 :GWkiki

企画

日時

場所

同時

場所

⑥心身と
講師

企画

日時

場所

まちだ PC会

2月 2日 (土)13時 30分～16時

3階 視聴覚室  :

2月 2日 (土)14時～16時

3階 多目的実習室

もに健康で男女平等を発信しよう :

新日本婦人の会町田支部会員

新日本婦人の会町田支部

2月 2日 (土)14時～16時

4階 第 2学習室

2月 3日 (日 )10時 30分～12時 30分

3階 ホール

&ムープメント
ラバンダー

2月 3日 (日 )10時 30分～12時 30分

3階 不口室

ェニスの商人』～シャイロツクからの再書薔事～

杉下 俊雄さん、高橋 亜矢子さん

シェイクスピア 。フアク トリー

2月 3日 (日 )13時 15分～15時 45分

4階 第 1学習室

企画

日時

場所

⑫ 『ヴ

講師

企画

同時

場所

⑬パソコン何でも相餞
講師 :町田パソヨン研究会会員 企画 :町田パソコン研究会

日時 :2月 3日 (日 )13時 30分～15時 45分 場所 :3階 視聴党室

⑭おはなし会『昔話の中に出てくる ばかな男とはかな女』
語 り手 :NPO法人まちだ語 り手の会会員

NPO法人まちだ語り手の会

2月 3日 (日 )13時 30分～15時 10分 場所 :3階 多目的実習室

年 2月 2日 (土 )、 3日 (日 )、 両 日開催》

クックマスタ~ズ

2月 2日 (土 )、 3日 (日 )10時～15時 場所 :3階 ロッカーコーナー

までも安全に山登りを楽しむためには

町田グラウス山の会

2月 2日 (土)10時～16時、3日 (日 )10時～15時

3階 情報 。展示コーナー

lil:]:l∫i[li::描 レ輩1
1賞を史上最年少で受賞した17歳の

時少女マララιユスフザイを取材し

じたドキュメンタリー。

時中2月 12日 (火)14:∞～
磯「この自由な世界でJ96分、英、

職伊、独、西合作 2∞7年 ヒロイ

臨ンのアンジーは一人息子を育てる

:し

'塀

ガ奪事三
lテ

奔走する勝気な

職*3月 12日 (火)14:∞～

磯「デイアロドクタ~J127分、

721-4842
☆女性のための身近な相談室として、電話によるIB談を受けています。

D∨やセクハラ、夫婦間問題、LGBTに関する不安など一人で悩まないで

相談してみませんか。

相談時間…月・ 火・ 木・ 金・ 土曜日 930-16:∞

水 (第 3水曜日を除く)1300-2C∞

(日・ 祝日、年末年始はお休みです)

:i奮 {サ;「
荘霜た現辱「:量馨

にて受け付けます。II墓質亜董壇] 予約は「女性悩みごと相談」

☆女性弁護士が担当します。

相談日 :毎月第 20第 4 木曜日 14:00-16:∞

聰

磯

磁

聰
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※祝日の場合はお体みです。


