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主催　第２０回まちだ男女平等フェスティバル実行委員会
共催　町田市男女平等推進センター

　　　　　　とあるものは、１月１０日（金）正午～２６日（日）までに

町田市イベントダイヤル（年中無休）へ

・電話での申込：０４２－７２４－５６５６（７：００～１９：００）

・ウェブでの申込：町田市ホームページのイベント

申込システム「イベシス」から（２４時間受付）

★先着順です

★特に記載のないものは入場自由、無料です。直接

会場においでください。

★保育について

　１歳６ヶ月以上～未就学児が対象です。１月１０日（金）正午～１９日（日）ま

でに上記町田市イベントダイヤルへお申込みください（各日先着１６名）。

要申し込み

メイン企画

２２００２２００年年２２月月１１日日（（土土））・・２２月月２２日日（（日日）） 町町田田市市民民フフォォーーララムム

第第2020回回まちだ男女まちだ男女平等フェスティバル平等フェスティバル
「ひとりの悩みはみんなの課題 つながり「ひとりの悩みはみんなの課題　つながり拓 拓 こう平等社会」こう平等社会」

ひら

実行委員会企画 実行委員会企画

９：４５～１２：００（開場９：３０）　３階ホール（定員１８８名）

支え合いと連帯で目指す　ジェンダー平等社会
　２０２０年からの町田市の女性に活を入れていただき、更に活力と活動がパワーアップできるよう、
上野さんの女性に対する励ましと愛を込めたエールをいただきます。
　どうぞ、たくさんの女性の（男性も）参加をお待ちしています。
講師　上野千鶴子さん
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登録団体企画

１３：３０～１６：００
３階視聴覚室（定員２５名）

スマホ・
タブレットの
カメラや写真を楽しもう♪♪
基礎編
企画　まちだＰＣ会

１３：３０～１６：００　３階活動室

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

１０：００～１５：３０　３階和室（入席１５時迄）

町田茶道会　なごみ茶会
茶券　５００円（当日茶席受付）
企画　町田茶道会

ピッピのくつした／桜楓会町田支部／町田ＤＶシェルター
を考える会／ひまわり／種の会／町田パソコン研究会／町
田蕎麦打ち研究会／シェイクスピア・ファクトリー／町田
国際交流センター／コープみらい町田みらいひろば／町田
「慰安婦」問題を考える会／まちだＰＣ会／クック・マス
ターズ／英米文学に学ぶ女性像／虹色さざんか／町田民主
商工会婦人部／花鏡の会／さちの会／町田茶道会／ふきの
とうの会／町田グラウス山の会／東京都教職員組合町田支
部女性部／鶴のゼミ／つきくさの会／キッチン２１／プラチ
ナの会／読書サークル「水の音」／新日本婦人の会町田支
部／町田断酒会／ＧＷ　ｋｉｋｉ／国際ソロプチミスト町
田／町田革新懇憲法連続講座実行委員会／町田母親連絡会
／生活クラブ運動グループ町田市地域協議会／フラサーク
ル・アロアロ／ＮＰＯ法人まちだ語り手の会／ラベンダー
／まちだ歌声の会／さるすべり会／ｍネットまちだ／町田
市話し方連盟／国際ソロプチミスト町田－さつき／消費生
活センター運営協議会
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イベシスQRコード

登録団体企画

１０：００～１２：００
３階視聴覚室（定員５０名）

依存ってなあに？
講師　河本泰信さん
企画　町田断酒会

１０：００～１２：００
４階第２学習室（定員４２名）

男女平等が本当に実現する
社会をめざして
参加費　３００円
企画　町田革新懇憲法連続講座実行委員会
講師　田中健太郎さん

１０：００～１２：００
３階ホール（定員１８８名）

もう一つの縁切寺
「満徳寺」
－寺への駆け込みと

妻からの離縁－
　江戸時代の離婚は、男性側からの「三下り半」によるものが知
られていますが、女性側からの離婚には「駆け込み寺」へ入り、
主に足掛け三年の寺内生活の間に縁切り手続きをへて、離婚が成
立しました。その諸事例の検証をしてみましょう。
講師　彦由三枝子さん

１３：３０～１５：３０
３階ホール（定員１８８名）

ジェンダー平等
～だれもが自分らしく

生きられる社会を！～
　性に関わる人権の問題が被害者の立場に
立って語られていない日本社会を問い、ジ
ェンダー平等が当たり前に根付く社会を作
るために、日本特有の国家・社会構造（＝
国体）の観点から、なぜ男女平等化がなか
なか進まないのかを考えましょう。
講師　白井聡さん

　　　 実行委員会企画　　　　　 登録団体企画　　　　　 協賛企画

１３：３０～１５：３０
３階視聴覚室

パソコン何でも相談
講師　会員
企画　町田パソコン研究会

１４：００～１５：３０
３階活動室（定員４０名）

世界の昔話
～みんな違って、みんないい～
企画　ＮＰＯ法人まちだ語り手の会

１３：３０～１５：３０
３階和室（定員１５名）

ダンス＆ムーブメント
参加費　２００円
企画　ラベンダー
持物　バスタオルまたは敷物

１３：３０～１６：００　３階情報・展示コーナー

みんなで歌いましょう♪♪
手作り楽譜で歌う会　　企画　さちの会

おから白玉だんご入り
１１：００～１６：００（売り切れで終了）
３階消費生活センター事業準備室

おしるこ喫茶
一杯３００円
企画　消費生活センター運営協議会

協 賛 企 画

１３：００～１５：３０
４階第１学習室（定員４０名）

オセロへの弔辞
講師　杉下俊雄さん
企画　シェイクスピア・ファクトリー

１３：３０～１５：３０
４階第２学習室（定員１５名）

自己尊重講座
ＳＥＴ
～こんな私、あんな私を再発見～
講師　柴田悦子（会員）
企画　ＧＷｋｉｋｉ

　　１６：００１５：００１４：００１３：００１２：００１１：００１０：００　　２月２日（日）
１５：３０１４：３０１３：３０１２：３０１１：３０１０：３０

映画上映会
「愛と法」

春を呼ぶ♪歌声喫茶♪
（まちだ歌声の会）

メイン企画
支え合いと連帯で目指す
ジェンダー平等社会

オープニング
セレモニーホ ー ル

３
階

みんなで歌いましょう♪♪（さちの会）情 報 ・ 展 示
コ ー ナ ー 20回記念パネル展示（実行委員会・男女平等推進センター）

スマホ・タブレットの
カメラや写真を楽しもう♪♪基礎編

（まちだＰＣ会）
視 聴 覚 室

なごみ茶会（町田茶道会）和 室

いつ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）活 動 室

お父さんの軽食喫茶室（クック・マスターズ）ロッカーコーナー

おしるこ喫茶
消費生活センター
事 業 準 備 室

学ぶことは平和の一歩第 １ 学 習 室
４
階

僕がゲイでよかったこと第 ２ 学 習 室

ジェンダー平等
～だれもが自分らしく
生きられる社会を！～

もう一つの縁切り寺「満徳寺」
ー寺への駆け込みと妻からの離縁ーホ ー ル

３
階

20回記念パネル展示（実行委員会・男女平等推進センター）情報・展示コーナー

パソコン何でも相談
（町田パソコン研究会）

依存ってなあに？
（町田断酒会）視 聴 覚 室

ダンス＆ムーブメント（ラベンダー）和 室

世界の昔話
～みんな違って、みんないい～
（ＮＰＯ法人まちだ語り手の会）

一日話し方教室
（町田市話し方連盟）活 動 室

お父さんの軽食喫茶室（クック・マスターズ）ロッカーコーナー

オセロへの弔辞
（シェイクスピア・ファクトリー）

あなたがあなたらしくいられる
ジェンダー平等めざして

（新日本婦人の会町田支部）
第 １ 学 習 室

４
階 自己尊重講座

SET ～こんな私、あんな私を再発見～
（ＧＷｋｉｋｉ）

男女平等が本当に実現する
社会をめざして

（町田革新懇憲法連続講座実行委員会）
第 ２ 学 習 室

１０：００～１２：００
４階第１学習室（定員４０名）

あなたがあなたらしくいられる
ジェンダー平等めざして
企画　新日本婦人の会町田支部
講師　児玉谷レミさん

１０：００～１２：００
３階活動室

一日話し方教室
講師　藤岡哲也
企画　町田市話し方連盟

スマホ等要持参

200110G

要申し込み

１３：００～１５：３０
３階ホール（定員１８８名）

春を呼ぶ♪歌声喫茶♪
参加費　７００円
伴奏・歌声リーダ　大熊啓さん　他
企画　まちだ歌声の会

200110E

要申し込み

手話通訳付き

200110A

要申し込み

要約筆記付き

１３：３０～１５：３０
４階第１学習室（定員４５名）

学ぶことは
平和の一歩
～元カンボジア難民
ポンナレットさん

からの発信～
　ポルポト政権の大虐殺の下
で奇跡的に生き延びた彼女の発信を受け止め、
平和のために一緒に学びましょう。
講師　久郷ポンナレットさん

１３：３０～１５：３０
４階第２学習室（定員４０名）

僕がゲイで
よかったこと
～誰もが生きやすい

社会とは～
　性の多様性についての理解
が広がりつつあります。講座
を通して『人との違いを認め合える社会』とは
なにか、一緒に考えてみませんか？
講師　平良愛香さん

１６：２０～１８：００
３階ホール（定員１８８名）

映画上映会
「愛と法」

200110B

要申し込み

200110D

要申し込み

200110C

要申し込み

200110J

要申し込み

200110H

要申し込み

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土）））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日）））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））

登録団体企画
１０：００～１５：００　３階ロッカーコーナー

お父さんの軽食喫茶室
メニュー
おでん（御飯付）４５０円
カレー４５０円
焼きそば４００円
デザート２００円
ホワイトシチュ－（パン付）４５０円
コーヒー１５０円
他飲み物１００円
企画　クック・マスターズ

１８：００１７：００１６：００１５：００１４：００１３：００１２：００１１：００１０：００　　２月１日（土）
１７：３０１６：３０１５：３０１４：３０１３：３０１２：３０１１：３０１０：３０９：４５

日本語字幕付

菅野勝男撮影

200110K

要申し込み

２００１年２月１日、町田市は「男女平等参画都市宣言」を行い、男女平等、人権の尊重、一人ひとりの個性と能力の発揮できる社会をめざすことを明らかにしました。
これを機に、市民と行政のパートナーシップのもとに男女平等参画社会を実現していくため、「まちだ男女平等フェスティバル」を実施しています。

溢れるやさ
しさとユー

モア

明日を生き
るヒントと

勇気

大傑作ドキ
ュメンタリ

ー

映画の誕生
！

開会
セレモニー

オープニング
・フェスティバル２０回の歩みを 
音楽とスライドで振り返ります。

・ピアノ演奏　倉本洋子さん




