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第 42 号 
２０１８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 

第１９回 まちだ男女平等フェスティバル 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 

あなたと… 

メイン企画  ２月２日（土） 9：45～12：00 ３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：仲
なか

程
ほど

 信
のぶ

恒
つね

さん 
 

／ セレモニー ／ 基調講演 
 

 講師  香山 リカ さん （精神科医） 

「だれもが いきいきと暮らせる社会へ」 

実行委員会企画 

 

2／3 13:30～15:45 3階 活動室    

「著者・上野 千鶴子さんと語ろう！」 
～フェミニズムとわたし～ 

フェミニズムとわたし、をテーマに著書を 
読み解きます          要申し込み 

 

※ 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。 

 

2／2 12:15～14:00  4階 第 1学習室 

映画上映会「私はワタシ over the rainbow」 
 

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…  要申し込み 

2／2 13:00～15:00 3階 活動室 

「歌詞の中の過去・現在・未来」 
～歌を通して時代背景や男女の在り方を 

語り合いましょう！～       

森貞 澄江さん(音楽療法士)   要申し込み 
 

 
2／3 10:00～12:00 3階 視聴覚室 
 

「本当に女性の輝ける社会になる？」 
～働き方改革関連法を学ぶ～ 

 

原 伸子さん(法政大学教授)   要申し込み 
 

  

 

2／3 10:30～12:00 4階 第 2学習室 
 

「町田市議会一期生議員にお話を聴く会」 
 

フレッシュな一期生市議の皆さんの 

お話が聴けるチャンスです    要申し込み 

 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」 

森嶌
もりしま

 由紀子
ゆ き こ

さん（社会学者）  要申し込み 
親・夫を見送った後、自分の老いとどう向き合うのか 

2／3 13:30～15:30 3階 ホール 

世界で広がる「♯Me Too」を 

日本でも広げるために 
明珍
みょうちん

 美紀
み き

さん(毎日新聞記者) 要申し込み 
日本では何が妨げになっているのでしょうか？ 

 

【協賛企画】 
2／2 おしるこ喫茶 消費生活センター運営協議会 
2／3 フレイル（虚弱）を予防しよう 保健予防課 

2／2・3 絵画展示 

こひつじ幼稚園 井の花保育園 
 

 

※ 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。 

 

要申し込み 



                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

「女性悩みごと相談」 電話番号：０４２－７２１－４８４２ 

☆女性のための身近な相談室として、電話による相談を受けています。 

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 9:30～16:00 

         水 (第 3 水曜日を除く) 13:00～20:00 

            (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。 

相談日：毎月第 2・第 4 木曜日 14:00～16:00  

※祝日の場合はお休みです。 

《2019年 2月 2日（土）、1 日目》 

①町田茶道会 なごみ茶屋 
企画：町田茶道会 茶券 500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 

②DV終結に向けてのソロプチミストキャンペーン 

「こころに笑顔を！職場に笑顔を！！」 

企画：国際ソロプチミスト町田―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春を呼ぶ 歌ごえ喫茶 

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・タブレットを使ってバーチャル旅行を体験♪♪ 
講師：NPO法人アクティブ SITA会員 

企画：まちだ PC会 

日時：2月 2日（土）13時 30分～16時  

場所：3階 視聴覚室 

⑤（自己尊重講座）こんな私、あんな私に気づこう 
講師：柴田 悦子さん（ GWkiki会員） 

企画：GWkiki  

日時：2月 2日（土）14時～16時  

場所：3階 多目的実習室 

⑥心身ともに健康で男女平等を発信しよう！ 
 講師：新日本婦人の会町田支部会員 

 企画：新日本婦人の会町田支部 

 日時：2月 2日（土）14時～16時 

 場所：4階 第 2学習室 
 

 

⑦子どもたちのすこやかな成長を願って 
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：2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》 

⑧一日話し方教室「自分の思い」を「自分の言葉」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） 

企画：町田市話し方連盟 

日時：2月 3日（日）10時～12時 場所：3階 活動室 

⑨男女を問わず「働く」ことは人権です 
講師：和泉 貴士さん 

企画：町田革新懇憲法連続講座実行委員会 

日時：2月 3日（日）10時～12時 場所：4階 第 1学習室  

⑩ＨＡＷＡＩＡＮ ＣＯＮＣＥＲＴ 
フラ指導：西尾 多恵子さん  

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  

日時：2月 3日（日）10時 30分～12時 30分 

場所：3階 ホール 

⑪ダンス＆ムーブメント 
企画：ラベンダー 

日時：2月 3日（日）10時 30分～12時 30分 

場所：3階 和室 

⑫「ヴェニスの商人」～シャイロックからの再審請求～ 
講師：杉下 俊雄さん、高橋 亜矢子さん 

企画：シェイクスピア・ファクトリー 

日時：2月 3日（日）13時 15分～15時 45分 

場所：4階 第 1学習室 

 
 

⑬パソコン何でも相談 
講師：町田パソコン研究会会員 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 視聴覚室 

⑭おはなし会「昔話の中に出てくる ばかな男とばかな女」 

語り手：NPO法人まちだ語り手の会会員 

企画：NPO法人まちだ語り手の会 

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

《2019 年 2 月 2日（土）、3 日（日）、両日開催》 

⑮お父さんの軽食喫茶室 
企画：クックマスターズ 

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

⑯いつまでも安全に山登りを楽しむためには 
企画：町田グラウス山の会 

日時：2月 2日（土）10時～16時、3日（日）10時～15時 

場所：3階 情報・展示コーナー 

 

第 19 回まちだ男女平等フェスティバル 登録団体企画のご紹介  町田市民フォーラム 3 階、4階 

 

 
素敵な映画をみて、あれこれ 

楽しく話しませんか！   無料 

場所：フォーラム 3 階 活動室 
 

＊1月 8 日（火）14：00～  

「わたしはマララ」88分、米、

2015年 2014年にノーベル平和

賞を史上最年少で受賞した17歳の

少女マララ・ユスフザイを取材し

たドキュメンタリー。 
 

＊2月 12日（火）14：00～ 

「この自由な世界で」96分、英、 

伊、独、西合作 2007年 ヒロイ

ンのアンジーは一人息子を育てる

ためにお金稼ぎに奔走する勝気な

シングルマザー。 
 

＊3月 12日（火）14：00～ 

「ディア・ドクター」127分、 

日本 2009年 へき地医療や高齢

化など現代の世相に鋭く切り込む

人間ドラマ。 

          


