
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 時 タ イ ト ル 主 催 

11/23(火) 10:00～12:00 
(ぬちどぅたから) 

劇団文化座公演『命どぅ宝』の作品の魅力を探る 
   ～映画「沖縄」鑑賞と語らい～ 

カーテンコール 

 13:30～15:00 
シトラスリボンを作ってみませんか？ 

～地域女性ネットの活動～ 
地域女性ネット高岡 

 17:00～19:00 
子どもの権利を守るために 大人ができること 
（性暴力,SNS,誹謗中傷、あらゆる暴力から守るために） 

富山ＣＡＰ 

11/24(水) 13:00～15:00 『A4 サイズのミニコミ紙』交換・交流会やってます グループ・きらメール 

 16:00～17:00 
キッチンに素敵なインテリア 

「ハーブが香るガーランド」を作りましょう 
NPO 法人 
親と教員の会こどものその 

11/25(木) 13:30～15:30 日頃の生活の課題を話そう トークサロン・エンジェル会 

 19:00～21:00 現代の婚活事情や問題点の提起 クローバー会 

11/26(金) 14:00～15:30 講座からつながったミニコミ発信 高岡くらしの会 

11/27(土) 10:00～12:00 
わたしたちのウェルビーイングを作り合う 

～繋がりながら、いきいき、ともに暮らしやすくなるために～ 
ふぁん・ふぁしぃ・cafe 

 13:30～15:30 
イタイイタイ病から学ぶ 

～原告勝訴 50周年記念 金澤敏子「ひとりがたり」～ 
新日本婦人の会高岡支部 

 16:30～18:30 防災カフェ 「いつでもどこでも 防災」 
NPO 法人 
N プロジェクトひと・みち・まち 

11/28(日) 11:15～12:45 
自分にいいね！自己肯定のすすめ 

（笑顔で体操習慣） 
オリーブの会 

 14:00～16:00 
女性の人権を国際基準に!! 

～泣き寝入りはしない。裁判を闘ったおもい～ 
シャキット富山 35 

 18:30～20:30 
現代の婚活事情 
（婚活体験談） 

キューピット TAKAOKA 

11/29(月) 13:30～15:30 
「子育てより自分育て」～不登校から気づいたこと～ 

スピーカー 師橋定代さん 
ベアテさんの会 

11/30(火) 14:00～16:00 子どもたちの今と 等しく生きるには まちの福祉しらべ隊 

11/20(土)～11/30(火) 

 ◇ ワークショップ ◇ 11/23(火) ～11/30(火) 
【高岡市男女平等推進センター 会議室】 

           （ウイング・ウイング高岡６階） 

参加費・託児 
無 料 

Ｅフェスタ 2021 総合パンフレット 

みんな集まれ！  
 E いいまちつくろ！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【ご来場の皆様へ】 
 ・新型コロナウイルス感染防止と参加者の安全確保のためご理解とご協力をお願いします。 
    発熱、体調のすぐれない場合の参加はご遠慮ください。また、マスクの着用、手指のアルコール消毒、 

人と人との適正な距離をとるなどの対策をお願いします。 
 ・感染拡大により、やむを得ず事業の変更・中止をする場合がありますので、あらかじめご承知おきください。 

 

＜ 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。毎月定例会を開催しています。 

定例会：第 2 火曜日・19：00～   

  2021 年 9 月現在、10 グループ・団体が登録 

＜ 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。DV や家庭・職場の悩みごとにつ

いて相談が出来る相談室（配偶者暴力相談支援セン

ター）を備えています。 

高岡市 HP をご覧ください。 

〒933-0023 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 

◇ 展 示 ◇ 11/20(土) ～ 11/27(土) 
【高岡市生涯学習センター 交流スペース B】 

       （ウイング・ウイング高岡１階）  

アレッセ高岡 / 親と教員の会こどものその / カーテンコール / 新日本婦人の会高岡支部 

高岡地区人権擁護委員協議会 / 富山ＣＡＰ / 高岡市男女平等推進センター / Ｅネット 

託児について（無料） 
  
１歳～未就学児までの託児をします。 
ワークショップの参加者で託児を希望される

方は、11 月 6 日（土）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    
TEL    0766－20－1810  

FAX    0766－20－1815 

Email  gec@city.takaoka.lg.jp 

◇ 交流会 ◇ 11/16(火) 19:00～21:00 
【高岡市男女平等推進センター 会議室】 

（ウイング・ウイング高岡 6 階） 

☆つながって・ひろがって・すすむ☆ 

高岡市男女平等推進センター登録団体どうしが繋がり合い、お互いの良さを組み合わせながら 

これからの未来をつくるため、各団体の活動内容について情報交換し交流する場を開きます 

 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 

             （問合せ先）代表 柳 美喜子  ☎ 090-2038-9459 



    
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

 

11/24 NPO 法人 親と教員の会こどものその  

生活の中にハーブを取り入れて、生活を豊かに！

心も体も元気に！毎日の料理にも活躍するガーラ

ンドを作りましょう。子ども・大人どなたでも参

加 OK！定員 8 名。生産農家さんから農薬なしの

安心ハーブを直接お届けします。 

11/25 クローバー会  
婚活ボランティアを行っている上で感じる、結婚

を希望されている方へのフォローや問題点などを

話し合い、解決方法をさぐります。 

11/23 地域女性ネット高岡   
シトラスリボンプロジェクトをご存じですか？ 

三つの輪は『地域』『家庭』『職場（学校）』を表し

ているそうです。偏見や差別のない持続可能な社

会について、リボンを作りながら考えてみましょ

う。地域女性ネット高岡のこれまでの活動もご紹

介します。 

11/23 カーテンコール  
コロナ禍の中で明らかになったのは、私たちに安

らぎと勇気、明日への希望を与えてくれたのが、

文化芸術だということです。演劇は不要不急のも

のではありません。この状況下で『命(ぬち)どぅ宝

(たから)』の公演をする意義とは。作品の魅力につ

いて考えてみましょう。   

11/25 トークサロン・エンジェル会   
テーマ：風の時代とは？ 

日頃の思う事、感じる事、気になる事等を、お互

いに出し合い。風の時代をトークしましょう。  

11/24 グループ・きらメール   
メンバー各自が思いを『A4 のミニコミ紙』にし

て、月一回つどっています。ミニコミ紙の交換

と、交流で、時を忘れそうになることも。高岡市

の市民企画講座からはじまり、21 年。バトン

は、受け継がれています。水曜の午後、ちょっと

のぞいてみませんか？ 

ワークショップ     
11/23(火)～11/30(火) 
高岡市男女平等推進センター 会議室 

             （ウイング・ウイング高岡６階） 

11/27 NPO 法人 N プロジェクトひと・みち・まち 
コロナ禍の時代、いろいろ心配事を話し合いまし

ょう。Ｎプロ作成の防災テキスト「みんなの力を

活かす地域防災力 UP」を基に、話し合います。

防災士３名によるデモンストレーションもありま

す。知人友人を誘って、ご参加ください。役立つ

情報満載です。 

11/27 ふぁん・ふぁしぃ・café  

ウェルビーイング、ひとりひとりの幸せと生きや

すさを目指したい。そのためには自分以外の方の

ウェルビーイングも大切にしないと…。みんなが

ともに生き生きと暮らすためには、何をすればい

いか？ともに実現するためにできることを考え合

いましょう。 

11/28 オリーブの会  
自分らしく生きるには、自己肯定した行動選択が必

要で、行動するためには、体力が必要です。笑顔

は、免疫力をアップさせ、やる気も出ます。体力づ

くりは習慣化が必要で、楽しければ続きます。安

心・安全な場での「笑顔で体操習慣」が、きっとそ

の一助となると思います。  

11/23 富山 CAP  
子どもがもっている大切な権利。すべての人がも

っている権利。性暴力,SNS,誹謗中傷のあらゆる

暴力についても考えましょう。 

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。 

11/26 高岡くらしの会  
かつて市の講座を受講した人たちがグループをつ

くりました。人の入れ替わりはありましたが、今

も続けられています。講座を企画した人間として

とてもうれしく感じており、当時を振り返りたい

と思います。 
 

11/27 新日本婦人の会高岡支部   
四大公害病の一つ、神通川流域に大きな被害をもた

らした「イタイイタイ病」。1971 年 6 月 30 日、

日本の公害裁判史上初めて、原告被害者の主張を全

面的に認めた画期的な判決になりました。原告患者

の先頭に立った「小松みよ」さんの 66 年の生涯か

ら学びます。 

 
お願い！ 

ワークショップは、新型コロナ感染対策と
して参加人数を制限する場合があります 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

展 示   11/20（土）～11/27（土） 

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、43 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。 

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。   

11/29 ベアテさんの会  
お子さんが不登校になられたことで、いろいろ考

えることができたという師橋さん。教育や学校に

ついて話し合う機会はあまりありませんが、もっ

と広く大きく社会全体で考えてみましょう。先進

事例など情報提供してもらいます。ご参加お待ち

しています。 

11/30 まちの福祉しらべ隊  
子どもたちが等しく持っているはずの権利、食べ

ること・愛情を受けること・意見表明・行動する

ことなどは、安全のもとにできているのでしょう

か？国や自治体の政策は、一人ひとりを個人とし

て大事にしているのか。「ひとのま」主宰の宮田

隼さんと話し合おう！  

アレッセ高岡  
アレッセ高岡と市民性教育 

外国ルーツの子ども達に学習支援を行っているア

レッセ高岡です。2020 年度より、日本国際交流

センターの支援を受け市民性教育講座を開いてい

ます。本年度は、映画製作ワークショップなどを

開きます。多数のご参加お待ちしています。 

新日本婦人の会高岡支部  
SDGｓ 学習し、知らせ、ともに実行するために！ 

～16：平和と公正をすべての人に 

     5：ジェンダー平等を実現しよう～ 

SDGｓ今回は“16；平和と公正をすべての人に”

と“5；ジェンダー平等を実現しよう”を中心に、

学習したことや実現に向けて活動していることを

広く知らせます。 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

高岡市男女平等推進センター  
「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」 

「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。   

Ｅネット  
Ｅネット これまでの歩み 

Ｅネットは、高岡市男女平等推進センターを拠点

に、団体相互の情報交換等を行い、市民の立場から、

男女平等・共同参画社会の実現に向けて様々な活動

を行っています。これまでの活動状況の歩みをご紹

介いたします。  

 高岡地区人権擁護委員協議会  
「人権相談」って何？ 

「人権擁護委員」ってどんな活動してる人？ 

高岡市には１４人の人権擁護委員がいて、皆さんの

人権を守ろうと人権相談や人権教育、啓発活動に取

り組んでいます。そんな日頃の活動内容を写真等で

ご紹介します。 

11/28 キューピット TAKAOKA  
婚活体験を通して思うこと、感じること。 

現在の婚活事情について自由に発言し研鑽を積み

ましょう。 

カーテンコール  
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 52

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。コロナ禍の中だからこそ舞

台を通して心豊かになりましょう。これからのライ

ンナップを紹介します。             

11/28 シャキット富山 35  
皆さんは、県内にお住いの女性が 高裁判所に人

権侵害を提訴されたことをご存じでしょうか。正

社員で、専門職であっても女性は二流あつかい。

生まれながらの姓のまま結婚をすることが認めら

れない。生きづらさの解決のために必要なことを

一緒に考えてみませんか。 

高岡市生涯学習センター 交流スペースＢ 
（ウイング・ウイング高岡１階）  


