
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｅフェスタ 2019  みんな集まれ！ Ｅぃぃまちつくろ！ 

９ 月 ８ 日 （日）  １３：３０～１５：３０   ウイング・ウイング高岡  

（開場／１３：００）           （1階交流スペースＡ） 

ーセンターとわたしたちー 

「共に創る Ｅぃぃまち高岡」 

～これまでの 15年 これからの 15年～

託児について(無料) 
 
１歳～未就学児までの託児をします。 
メインイベント・ワークショップの参加者で
託児を 希望される方は、8 月 16 日（金）ま
でに、高岡市男女平等推進センターにお申込
みください。 
 
■ 高岡市男女平等推進センター 
 

富山県高岡市末広町 1 番 7 号 
ウイング・ウイング高岡 6 階 

TEL  0766-20-1810 
FAX  0766-20-1815 

高岡市男女平等推進センター 
  
高岡市男女平等推進センターは、男女平等・共同
参画を推進する市民の活動を支援するとともに、
男女平等・共同参画に関する施策を総合的に進め
るための拠点施設です。男女平等・共同参画に関
する問題や男女の人権に関わる問題などについて
の相談が出来る相談室を備えています。 
 
ホームページ 

http://www.city.takaoka.toyama.jp/gec/kurashi

/kyodosankaku/center/index.html 

E ネット  
(高岡市男女平等推進センター 

登録活動団体ネットワーク) 
 

高岡市男女平等推進センターに登録して、男女平等・ 

共同参画の推進に関する緩やかなネットワーク活動を 

展開しています。定例会を毎月開催しています。 
 

定例会：第３水曜日・夜（7：30～） 

7 月現在、１４グループ・団体が登録。 

基調講演 

「思い込みからの脱出!   

一人ひとりがはぐくむ『Ｅぃぃまち』を目指して」 

◇ 講師＆コーディネーター 

渋谷 典子さん 
 

NPO法人参画プラネット代表理事 

元名古屋市男女平等参画推進センター 

センター長 

◇ パネルディスカッション  

・高岡市市民生活部 部長    梅崎 幸弘さん 

・「ベアテさんの会」代表    山下 清子さん 

・レインボーハート富山代表  佐脇 宏史さん 

・富山大学 芸術文化学部４年  河合 成美さん 

主催／Eネット（高岡市男女平等推進センター登録活動団体ネットワーク）   共催／高岡市 
            

代表 青木  ☎ 080-3044-2521 

参加費無料・申込不要 

どなたでも参加できます 

 

https://pixta.jp/illustration/41681284


　

９/１ (日) 10：00～12：00 防災の日　～女性防災士と語ろう～  ≪NPO法人Nプロジェクトひと･みち･まち≫

10：00～12：00 「アンガーマネジメント」　怒りの感情と上手につきあうトレーニング ≪トークサロン・エンジェル会≫

13：30～15：30 子どもの権利を守るために大人ができること（子どもの権利、問題を抱える子） ≪富山CＡP≫

14：00～16：00 ―女性史―　中川美由紀さん　「韓国の被害者原告を支援し続けて」 ≪ベアテさんの会≫

18：30～20：30 現代の結婚事情や問題点の提起 ≪クローバー会≫

９/２ (月) 15：30～17：00 ハーブの香りでリラックスバスタイム　（自然の香りの入浴剤作り）
≪NPO法人親と教員の会こどものその≫

９/３ (火) 10：00～12：00 2019原水爆禁止世界大会に参加して ≪憲法9条ファンクラブ＠高岡≫

14：00～16：00 日本の子どもたち　アジアの子どもたち ≪まちの福祉しらべ隊≫

９/４ (水) 13：30～15：30 上野千鶴子の東大入学式祝辞を読み解こう　祝辞の全文を読んでこれからの大学の役割を見よう
≪高岡くらしの会≫

９/５ (木) 10：00～11：30 海洋ゴミについて「私たちがすべきこと」　講演会～グループ討議 ≪地域女性ネット高岡≫

13：30～15：30 働く女性のWork＆Life＆Selfマネジメントセミナー 　≪高岡市男女平等推進センター／商業雇用課≫

18：30～20：30 野の花ものがたりより　「命」に寄り添う医師と看護師と家族の物語 　≪カーテンコール≫

９/６ (金) 10：00～12：00 豊かな人生を！あなたはどんな時間を過ごしますか？　～サークル活動の体験と紹介～
　≪新日本婦人の会 高岡支部≫

13：30～15：30 地層処分ここが問題だ！原発とそのゴミから見えてくるもの 　≪高岡地区広域圏のゴミ問題を考える会≫

９/７ (土) 10：00～12：00 ひとを繋げる対話に挑戦、気持ちと要求を伝えてみよう☆
（自分の感情と必要としていることに耳を傾けてみる） 　≪ふぁん・ふぁしぃ・café≫

14：00～16：00 男女平等は進んでいるの？　～高岡市民の歌から考える伝統と女性差別～ 　≪シャキット富山35≫

17：00～18：30 デートＤＶを知っていますか？ 　≪アプローチ≫

　

ワークショップの詳しい内容は中面をご覧ください。

Eフェスタ2019
総合パンフレット

◇ 展 示 ◇ ９月１日（日）～９月８日（日）【1階 交流スペースB】

９/１（日）～ ９/８（日）

～みんな集まれ！Eいいまちつくろ！～

講師＆コーディネーター：渋谷 典子 さん

アプローチ（富山県男女共同参画推進員高岡連絡会経験者の会）／ＮＰＯ法人Ｎプロジェクトひと・みち・まち／

カーテンコール（高岡演劇鑑賞会）／新日本婦人の会 高岡支部／憲法９条ファンクラブ＠高岡／富山CAP／

NPO法人親と教員の会こどものその／高岡市男女平等推進センター／高岡地区広域圏のゴミ問題を考える会／

－センターとわたしたち－

「共に創る Ｅぃぃまち高岡」

～これまでの15年 これからの15年～

◇ メインイベント◇ ９月８日（日） 13:30～15:30 ( 開場／13：00 )

【１階 交流スペースＡ 】

◇ ワークショップ ◇ ９月１日（日）～９月７日（土）

【６階 高岡市男女平等推進センター 会議室】

Eフェスタは

１５年目を迎えました

参加費・託児：無料

パネリスト

・行政 梅崎 幸弘さん

・団体代表 山下 清子さん

・団体代表 佐脇 宏史さん

・大学生 河合 成美さん
基調講演

「思い込みからの脱出!

一人ひとりがはぐくむ『Ｅぃぃまち』を目指して」

今年のテーマ



                  高岡くらしの会 

上野千鶴子の東大入学式祝辞を読み解こう 
祝辞の全文を読んでこれからの大学の役割を見よう 

 
今年の東大の入学式で上野千鶴子がとても時代を感じる祝辞
を述べました。その中身はマスコミが取り上げざるを得ないく
らい衝撃的なもので、私達にとってはすばらしい内容でした
が、世間は必ずしもそうではありません。全文を読んだ方は少
ないと思います。ぜひ、全文を読みましょう。 

ワークショップ    
９月１日（日）～９月７日（土）      ６階 高岡市男女平等推進センター 会議室 

（各ワークショップの開催日時は表紙をご覧ください）      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

         カーテンコール（高岡演劇鑑賞会） 

野の花ものがたりより  
「命」に寄り添う医師と看護師と家族の物語   
 

鳥取県に実在する町の小さなホスピス。患者の望むことは何で
もかなえてあげたいというホスピスを舞台に、「命」に寄り添
う医師と看護師。最後の時を迎えた家族たちの心暖まる物語を
紐解きながら、終末医療の現状を、現場で医療にかかわる方か
らお話をしてもらい、みんなで尊厳死について話し合いをしま
しょう。 

  ベアテさんの会  

―女性史― 中川美由紀さん  
「韓国の被害者原告を支援し続けて」  

戦後 74年となりますが、戦争中に韓国から富山市の不二越へ
働きに連れてこられた女性たちのことを知っていますか？裁
判支援の活動を続けてこられた中川さんにお話を聞き、意見交
換をします。また、国立女性教育会館で開催されている「ベア
テ展」の報告もあります。 

                 シャキット富山 35 

男女平等は進んでいるの？  
～高岡市民の歌から考える伝統と女性差別～ 

 
シャキットは、2000年から「男女共同参画社会基本法」を県
内35自治体の施策に活かすためにネットワーク活動を続けて
きましたが、合併後、県内自治体は 15市町村になりました。
今後、どのような取り組みが必要なのか・・・みんなで、話し
合いましょう。  

  NPO 法人親と教員の会こどものその 

ハーブの香りでリラックスバスタイム  
（自然の香りの入浴剤作り）  

 
ん～！いい香り！ハーブの香りで自分を元気にしませんか？
ラベンダーやミントなど好きな香りをブレンドしてオリジナ
ル入浴剤作り。子ども・大人どなたでも参加 OK！美味しいハ
ーブティーも飲みましょう。生産農家さんから、農薬なしの安
心ハーブを直接お届け。 

展  示  
 
９月１日（日）～９月８日（日）     

           
１階交流スペース Ｂ 

                   アプローチ 

    （富山県男女共同参画推進員高岡連絡会経験者の会） 

アプローチ・ 
富山県男女共同参画推進員高岡連絡会の活動報告 
 
富山県男女共同参画推進員高岡連絡会経験者の会として高岡
連絡会、高岡ＤＶ被害者自立支援基金パサパに協力し男女共同
参画に関する意識向上のための活動をしています。これからも
できることを自分たちなりに進んで行きたいと考えています。  

         カーテンコール（高岡演劇鑑賞会） 

創立 50 年を迎えて 
～これまでの歩みとこれからのラインナップ～ 
 
高岡演劇鑑賞会は、「生の演劇を高岡の地で観たい」という熱
い思いの基に勤労者が中心になって 50年前に誕生しました。
いままでに 300本を超える舞台を鑑賞しています。これまで
の歴史とこれからのラインナップを紹介します。また、会員な
らではの特典も紹介します。                          

           高岡市男女平等推進センター 

高岡市男女平等・共同参画について 
 
「高岡市男女平等推進プラン（第２次）」・「高岡市ＤＶ対策基
本計画（第２次）」・「女性活躍推進法」・「粋（いき）メンプロ
ジェクト事業」・「高岡市ワーク・ライフ・バランス推進事業所
認定事業」などの概要やセンターでの取り組みについて紹介し
ます。 

                 富山 CＡP 

子どもの権利を守るために大人ができること 
 （子どもの権利、問題を抱える子）  

子どもが犠牲になっている報道も後を絶ちません。私たちおと
なができることはないのでしょうか。一緒に考えていきましょ
う。 
CAP（キャップ）：Child Assault Prevention（子どもへの
暴力防止の意） 
人権教育 CAP のプログラムを紹介します。 

  クローバー会  

現代の結婚事情や問題点の提起 
 
高岡市内の婚活ボランティアによる、現代の結婚事情と問題点
に関しての意見交換やディスカッションを行います。 



                  まちの福祉しらべ隊 

日本の子どもたち アジアの子どもたち 
 

川渕映子さんは、２０１１年３月の福島原発事故では、1週間
後に物資を積んで駆け付け、炊き出しをし、またシリアの難民
キャンプへも物資を届け、たくさんの子どもたちと温かな触れ
合いをされました。私たちは、いつでもどこでも子どもたちの
幸せを願っています。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         憲法９条ファンクラブ＠高岡 

2019 原水爆禁止世界大会に参加して 
  

毎年開催される原水爆禁止世界大会には、各種団体から大勢の
方が参加されます。今年参加される松田理恵子さんから、平和
運動と絡めて、世界大会に参加しての現状報告を聞きながら、
皆さんと一緒に平和について話し合いましょう。 

                   アプローチ 

      （富山県男女共同参画推進員高岡連絡会経験者の会） 

デートＤＶを知っていますか？ 
 
私たちは暴力のない対等な人間関係について高岡市内の中学
一年生と一緒に学んでいます。自分も相手も大切にするコミュ
ニケーションを大人の私たちももう一度確認してみたいと思
います。 

       NPO 法人 N プロジェクトひと・みち・まち 

防災の日 ～女性防災士と語ろう～ 
 
9月 1日は防災の日です。県内の女性防災士や防災に関心のあ
る女性たちが集まって、それぞれの活動を発表します。そして、
参加者で自分たちの地域防災について語り合いましょう。防災
の日を有意義に過ごしませんか。どなたでも参加できます。男
性、大歓迎！ 

高岡市男女平等推進センター／商業雇用課 

働く女性の Work＆Life＆Self マネジメントセミナー  
 

働く女性としてより良いキャリアが選択できるよう、①働く現
状、②女性特有のライフステージ・ライフイベント、③自律的
キャリア形成についての理解や課題の明確化を講義やワーク
ショップにより行い、セルフキャリアマネジメントの実践につ
なげる。 

         トークサロン・エンジェル会  

「アンガーマネジメント」  
怒りの感情と上手につきあうトレーニング  

 
怒りは感じていいのです。怒る必要がある時は怒っていいので
す。大切なのは、どのように「伝えるか」です。怒ることはい
けないと思っている方、相手の怒りに振り回されたくない方。
Let's Try！ 

 NPO 法人親と教員の会こどものその 

みんなで子育て＜親立（おやりつ）の園＞ 
 
「子育ての主権は親にある」という教育理念のもと、42年間、
活動してきた幼児教育施設の内容を知っていただき、親と教員
が経営、運営をしている取り組み、子どもたちの成長を紹介し
ています。 

      NPO 法人 N プロジェクトひと・みち・まち 

N プロの活動 ～N プロだよりを中心に～ 
 
「このまちが大好き！」と、今も、子どもの世代も、孫の世代
も、ずっとそう思えるよう、高岡を拠点に全国の専門家や行
政・企業等と連携し、女性の視点を活かしてまちづくりに取り
組んでいます。現在は特に地域防災に力を入れています。一緒
に活動しませんか？ 

高岡地区広域圏のゴミ問題を考える会 

地層処分ここが問題だ！ 
原発とそのゴミから見えてくるもの 

 
原発のゴミを地層処分に向け科学的特性マップができ、富山県
でも説明会が開催されました。日本に地震のない所あります
か？地下水のない所ありますか？核のゴミを入れる容器は
100年しかもたないと専門家が伝えています。これで本当に大
丈夫でしょうか？ 

          憲法 9 条ファンクラブ＠高岡 

これまでの歩みとこれから 
 
LOVE 憲法 9条 戦争はイヤだ。 
憲法の心臓にあたる 9 条の改憲を市民の力で拒むことを通じ
て、憲法が生きる日本への一歩を踏み出すことが求められま
す。 

           新日本婦人の会 高岡支部 

平和でくらしやすい社会を目指して 
 
わたしたちは平和でくらしやすい社会のために、力をあわせま
す。みんなでやりたいことが形になって、絵手紙、小物づくり、
パッチワーク、折り紙、布草履、健康マージャン、山歩き、ス
ロージョギング、合唱、オカリナなどのサークル活動をしてい
ます。 

           新日本婦人の会 高岡支部 

豊かな人生を！あなたはどんな時間を過ごしますか？  
～サークル活動の体験と紹介～ 

ひとりではできない、あんなことやこんなこと。あなたのした
いことが形に。いつもそばにある新婦人サークルです。今回は、
健康マージャン（女性初心者歓迎）、折り紙（作品を仕上げま
す）、オカリナ（１～２曲演奏できるように）を体験します。 

           地域女性ネット高岡 

海洋ゴミについて「私たちがすべきこと」 講演会～グループ討議 
 
人間が廃棄したプラスチックごみが河川から海に流出し、海洋
ゴミとして世界の海を汚染し、マイクロプラスチックとなり、
環境破壊を起こしています。地球環境保全について話し合いま
しょう。 

高岡地区広域圏のゴミ問題を考える会 

地層処分ここが問題だ！原発とそのゴミから見えてくるもの 
 

何気なく毎日使っている電気が、何十万年も監視して行くゴミ
を出しているとは一般に知られていません。今の科学技術では
管理できないゴミです。CO2 削減とか水力ダム建設による自
然破壊とは比べようもなく、環境を汚染し閾値のない危険なゴ
ミです。 

ふぁん・ふぁしぃ・café 

ひとを繋げる対話に挑戦、気持ちと要求を伝えてみよう☆ 
（自分の感情と必要としていることに耳を傾けてみる）   

 
多様な意見を持つ人同士がホンネで話をする時に、相手の話を
評価したり、決めつけたりせず、自分自身の感情と必要として
いることに耳を傾けることが大切です。今回その方法に挑戦し
てみます。 

          富山 CAP 

すべての子どもに安心・自信・自由の権利を！ 
 
CAP（キャップ）は、子どもを暴力の被害者、加害者、傍観
者にもしないプログラムです。プログラムの内容、活動を紹介
します。 


