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まちだ男女平等フエステイパル 特集号

月1日 (土)2｀日(日)町 田市民フォーラム

の悩みはみんなの課題 つながり拓こう平等社会γ

男女平等推進センター情報紙

メイン企画

2/1(土)13:30～ 15:30 4階 第1学習室

「 学ぶことは平和の一歩 」
～元カンポジア難民ポンナしットさんからの発信～

久郷ポンナレットさん

(ノ ンフィクション作家、通訳)臓申し込劉

2/1(土)16:20～ 18:00 3階 ホール

上映会「 愛 と 法 」
～滋れるやさしさとューモア 明日を生きる
ヒントと勇気 !傑作ドキュメンタリー映画～

主な出演 :カズとフミ(弁護士笑笑)臓 申し込劉

2/2(日 )13:30～ 15:30 3階 ホール

「ジエンダー平等 ～ だれもが

自分らしく生きられる社会を !～」

白井 聡 さん  陣申し込州
(京都精幸大学人文学部専任講師 )

2月 1日 (土)9145～ 12:003階 ホール

基調講演 :フ

エ

・

テイ
1ヾ

ル

1回

の歩みを音楽とスライドで振り

重壼霊菫

講師 上野 千鶴子 さん

「支え合いと連帯で目指すジエンダー平等社会」

実行委員会企画 医□

※ 申し込み方法など詳細は、

1月 10日 発行「町田市男女平等推進

センターだよりJを ご覧ください。

2/1(土)13:30～ 15:30 4階第 2学習室

「 僕がゲイでよか つた こと 」

～誰もが生きやすい社会とは～

平良 愛香 さん

(日 本キリス ト教団川和教会主任牧師)

し

2/2(日 )10:∞～12:∞ 3階 ホール

「 もう一つの縁切寺『満徳寺』 」
～寺への駆け込みと奏からの離縁～

彦由 三枝子 さん

(政治経済史学会会長、元玉川大学講師)陣申し込州

20回記念企画1展宗 (3階情報展示コーナー )

「フェスティパル20回のあゆみJ

協賛企画
2/1(土)「おじるこ喫茶J(有料 )

消費生活センター運営協議会

第 46号
2019年 12月

編集・発行

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

■ 042-723-2908

菅野勝男・撮影

※ 裏面には、フェスティパル登録団体企画 (15企画)のご紹介、シネマで トーク などを掲載しています。



第 20回まちだ男女平等フェスティパル 登録団体企画のご紹介 町田市民フォーラム3・ 4贈

く 2日 目 2月 2日 (日 )

⑦ 依存つてなあに?
講師 :河本泰信 さん (よ しの病院副院長)

企画 :町田断酒会

日時 :2月 2日 (日 )10時～12時 場所 :3階 視聴覚室

③ 一日話し方教室
r自分の思いJを『自分の言葉Jで■しませんか?

講師 :藤岡哲也さん (町田市話し方連盟 2代日講師)

企画 :町田市話 し方連盟

2月 2日 (日 )10時～12時 場所 :3階 活動室
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児玉谷レミさん

新日本婦人の会町田支部

2月 2日 (日 )10時～12時

4階 第 1学習室

⑩ 男女平等が本当に実現する社会をめざして
講師 :田 中健太郎さん  参加費 :3∞ 円

企画 :町田革新懇憲法連続講座実行委員会

日時 :2月 2日 (日 )10時～12時

場所 :4階 第 2学習室

① パソコン何でも相餞
企画 :町田パソコン研究会

日時 :2月 2日 (日 )13時 30分～15時 30分

場所 :3階 視聴覚室

⑫ ダンス&ムープメント   |
企画 :ラベンダー 参加費 :200円

持ち物 :バスタオルまたは敷物

日時 :2月 2日 (日 )13時 30分～15時 30分

場所 :3階 和室

⑬ 世界の普嬌 ～みんな遭つて、みんないい～
企画 :躙 法人まちだ語 り手の会

語 り :ま ちだ語 り手の会会員

2月 2日 (日 )14時～15時 30分

⑭ オセロヘの弔辞
講師 :杉下俊雄さん、高橋亜矢子さん、

佐藤久美さん、山本達郎さん

シェイクスピア・ フアクトリー

2月 2日 (日 )13時～15時 30分

4階 第 1学習室

⑮ 自己尊重菫塵 籠T～ こんな私もあんな私を再発見～
企画 :GWkiki 講師 :柴田悦子さん (会員)

日時 :2月 2日 (日 )13時 30分～15時 30分

場所:4階 第2学習寧

( 1日 日 2月 1日 (土) D
① 町田薬道会 なごみ薬会

企画 :町田茶道会  茶券 500円 (当 日茶席受付)

日時 :2月 1日 (土)10時～15時 30分 場所 :3階 和室

② 春を呼ぶ ♪ 歌声喫茶 ♪

伴奏・歌声リーダー :大熊 啓さん ピアノ:菊地リカさん

企画 :ま ちだ歌声の会  参加費 :7∞ 円 際申し込4
日時 :2月 1日 (土)13時～15時 30分 場所 :3階 ホール

③ みんなで歌いましょう♪♪
手作り楽薔で歌う会、さちの会

企画 :さ ちの会 講師 :野澤幸子さん (会員)

日時 :2月 1日 (土)13時 30分～16時

場所 :3階 情報・展示コーナー

④ スマホ・タブレットのカメラや写
=を

楽しもう♪3m
企画 :ま ちだPC会 講師 :黒瀬幸子さん (会員)

日時 :2月 1日 (土)13時 30分～16時 匡申し込劉
場所 :3階 視聴覚室

⑤ いつまでも安全に山豊りを楽しむためには
企画 :町田グラウス山の会

日時 :2月 1日 (土)13時 30分～16時

場所 :3階 活動室

( 2月 1日 (土)・ 2日 (日)百 日開催》

⑥ お父さんの軽食喫茶室
企画 :ク ッタ・マスターズ

日時 :2月 1日 (土)2日 (日 )10時～15時

場所 :3階 ロッカーコーナー

メニュー :おでん、カレー、焼きそば、ホワイ トシチュー

コーヒー、紅茶 etc.
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1不屈の魂を描く、真実の物語。

1    (131分 、米国、2009年 )
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「女性悩みごと相談」.富 042-721-4842
☆女性のための身近な相談室として、電話による相群を受けています。

DVやセクハラ、夫婦間問題、LGBTに関する不安など

まないて相談してみませんか。

月・ 火・木・ 金・ 土曜日 9:30-16∞

水曜日 13:00-2000

(第 3水曜日・ 祝日・年末年始はお休みです)

「法律相談」予約は「女性悩みごと相談」にて受け付けます

☆女性弁護士が担当します.

鵬談日1 毎月第 2・ 第 4本曜日 14:00-16:00

(祝日・ 年末年始はお休みです)
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