
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 時 タ イ ト ル 主 催 

9/3(土) 16:00～18:00 
すべての子どもに届けたい 

安心・自信・自由の けんり があることを 
富山ＣＡＰ 

9/4(日) 10:00～12:00 
私たちのウェルビーイング 

～一人ひとりのウェルビーイングを考えてみよう～ 
ふぁん・ふぁしぃ・cafe 

 14:00～16:00 今後の婚活支援の課題 キューピット TAKAOKA 

9/5(月) 14:00～16:00 子どもの権利条例について みんなで考えよう ベアテさんの会 

9/6(火) 13:30～15:30 
女性のためのメンタルヘルス・マネジメントセミナー 

～心身ともに健康で働き続けるために～ 

高岡市男女平等推進センター 

高岡市商業雇用課 

（ウイング・ウイング高岡 5 階 503） 

 14:00～15:30 
重度障がい者が地域で生きる 

～在宅介護を支える人たちと共に～ 
まちの福祉しらべ隊 

9/7(水) 10:00～11:30 防災ブレスレットを作りましょう 地域女性ネット高岡 

 16:00～17:00 自分に処方するハーブティーを見つけましょう ＮＰＯ法人 こどものその 

9/9(金) 13:30～15:30 
日常生活の中での悩み、不都合、疑問を 

話してみませんか？ 
トークサロン・エンジェル会 

9/10(土) 10:00～11:30 
「人形の家」の作品を紐解きながらなぜノーラは、家を
捨て子どもを捨ててまで自立した人生を選んだのか? 

カーテンコール 

 14:00～16:00 性教育のこれから 
性別にモヤモヤしている人が安

心して暮らせる富山をつくる会 

第 1 期 9/3(土)～9/10(土)・第 2 期 11/19(土)～23(水・祝) 

◇ ワークショップ ◇ 第 1 期 9/3(土) ～9/10(土) 
【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 2022 総合パンフレット 

みんな集まれ！  
 E いいまちつくろ！ 

◇ 展 示 ◇ 第 1 期 9/3(土) ～9/10(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 / ＮＰＯ法人こどものその / カーテンコール / 新日本婦人の会高岡支部/ レインボーハート富山 

富山ＣＡＰ /性別にモヤモヤしている人が安心して暮らせる富山をつくる会 / 高岡市男女平等推進センター / Ｅネット 

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

これからの未来を創っていくため、各団体それぞれの特徴を生かした催し物を持ち寄り、一同に開催します。 

まるで縁日に訪れたような、大人も子どもも一緒にいろいろ楽しめる場つくりに、工夫しながら挑戦します☆ 

◇ つながりマルシェ ◇ 9/3(土) 10:30～15:00 
【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） 

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 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

日 時 タ イ ト ル 主 催 

11/19(土) 10:00～12:00 
私たちのウェルビーイング 

～一人ひとりのウェルビーイングを考えてみよう～ 
ふぁん・ふぁしぃ・cafe 

 14:00～16:00 
性暴力被害者支援を考える 

～強要された性行為はすべて暴力です～ 
シャキット富山 35 

11/20(日) 10:00～11:30 
憲法が生きる社会へ 

～日本国憲法を知ろう！学ぼう！～ 
新日本婦人の会高岡支部 

 12:00～13:30 
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 
議員と語ろう！ 

～のぞむ TAKAOKA への想いを形に～ 
NPO 法人 
N プロジェクトひと・みち・まち 

11/23(水) 10:00～11:30 沖縄を知ろう 高岡くらしの会 

【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、あらかじめご了承ください。 

＜ 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～   

  2022 年 7 月現在、９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 

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、
下記締め切りまでにお申込みください。 
[申込み締め切り] 第１期  8/19(金)まで 
         第 2 期 11/4(金)まで 
[申込先] 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 

◇ ワークショップ ◇ 第２期 11/19(土) ～11/23(水・祝) 
【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） 

◇ 展 示 ◇ 第２期 11/19(土) ～11/23(水・祝) 
【高岡市男女平等推進センター 交流サロン他】（ウイング・ウイング高岡６階） 

◇ つながりマルシェ ◇11/23(水・祝) 12:30～16:00 
【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） 

アレッセ高岡 / ＮＰＯ法人こどものその / カーテンコール / 男性介護者の会「みやび」 

富山ＣＡＰ / 新日本婦人の会高岡支部 / 高岡市男女平等推進センター / Ｅネット 

（問合せ先）Ｅネット代表 柳 美喜子  ☎ 090-2038-9459 



    
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

 

 9/6 高岡市男女平等推進センター 
高岡市商業雇用課（会場 5 階 503） 

女性が能力を発揮し生き生きと働き続けるために、
心と身体のメカニズムや職場でのストレス関連疾
患、ライフステージの変化による女性特有のストレ
スについて講義やワークショップにより理解を深
め、ストレスに上手に対処する方法を学びます。 

 9/7 地域女性ネット高岡  
地域女性ネット高岡は防災学習も積極的に行って
います。今回は『防災ブレスレット』を作りまし
ょう。紐を編んでブレスレットにし、留め具は笛
になります。紐はほどいてロープにもなります。
防災グッズも一緒に展示しますので参考にしてく
ださいね。 

 9/4,11/19 ふぁん・ふぁしぃ・cafe   
最近耳にするようになったウェルビーイング。一
人ひとりの幸せはいろいろだから、それをお互い
に受け止めて、認めていくことが大切なのかも？
周りの人と共にわたしの私たちのウェルビーイン
グを探求してみましょう。 

 9/3 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。子どもに信頼されるおとなになる
ために、何ができるかを一緒に考えましょう。
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。              

 9/5 ベアテさんの会   
日本は 1994 年に「子どもの権利条約」を批准し
ました。今、子どもたちは幸せでしょうか？地方
自治体で条例を制定しているところは、まだ少な
いのが現状です。南砺市の条例制定に関わってこ
られた磯辺さんにお話を聴いて、参加者で意見交
換しましょう。 

ワークショップ  

 9/10 性別にモヤモヤしている人が  
安心して暮らせる富山をつくる会  

産婦人科医で県議会議員の種部恭子氏を講師にお
むかえし、現代の子どもたちに必要な性教育につ
いてご講演いただきます。また、当団体からは、
投票所入場券から性別欄を削除させるための取り
組みについて報告します。 

 9/9 トークサロン・エンジェル会  
長びくコロナ禍での生活、さまざまなストレスを
感じている人が多いと思います。 
悩み、不都合な事、気になっている事等、話し合
い、共感・傾聴します。 
気軽に話してみませんか？ 

11/19 シャキット富山 35  
同意がなく、対等でない、強要された性行為はすべ
て性暴力であり、人権侵害です。性暴力被害者の苦
しみは、その後の人生を大きく変えます。勇気を出
して裁判に訴えた女性を応援したいと思います。富
山地裁での無罪判決について皆さんと一緒に考えて
みましょう。 

 9/4 キューピット TAKAOKA  
結婚を希望する独身男女へ『出会いのお手伝い』
を行っていく際の問題点を再確認し、今後の課題
を共有する事で、ボランティア活動をより活性化
するワークショップです。 

11/20 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

大切で、そのためには、体力が必要です。体力は

習慣化で作られます。楽しければ続きます。笑顔

は、やる気が出て、免疫力もアップさせます。安

心・安全な場での「笑顔で体操習慣」が、きっと

その一助となります。 

 9/7 NPO 法人 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！10 種類のハーブティーを飲み比
べ、自分に処方するハーブティーを見つけましょ
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。 

 9/10 カーテンコール   
作家イプセンは社会劇の創始者と言われ、特に「人
形の家」は、新しい女性像を世に示し、近代劇の出
発点となった作品と評されています。その「人形の
家」を音楽劇として上演。高い評価を得た作品の魅
力を話し合いながら例会作品の期待を高めましょ
う。 

11/20 新日本婦人の会高岡支部  
新日本婦人の会が発行している「憲法リーフ」で

学習してきましたが、講師を招き、「生活に憲法を

活かす」ことを学びます。また、その結びつきや

小さな疑問も明らかにして、毎日のくらしに生か

したいと考えています。 

 
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 

第１期 ９／３(土)～9/10(土) 
第 2 期 11/19(土)～11/23(水・祝) 
高岡市男女平等推進センター 会議室他 

（ウイング・ウイング高岡６階・５階） 

 9/6 まちの福祉しらべ隊  
重度障害のボクは在宅介護を受けています。この
公的な制度はなかなかうまく動いていないように
思います。日ごろ感じていることを紹介します。
中には、繕い合って直せるほころびもあります。
より良い暮らしができるよう、みなさん一緒に話
し合いませんか。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

展 示  

NPO 法人 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、45 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  
すべての子どもに届けたい 安心・自信・自由の権利 
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。 

11/20 NPO 法人 N プロジェクトひと・みち・まち  
2018 年 5 月「政治分野における男女共同参画推

進法」が成立し、2021 年の改正で、国・自治体

の責務が強化されました。でも高岡では・・・。議

員さんと一緒にのぞむ未来をみんなで語り合いまし

ょう。学生さんから高齢者の方まで、どなたでも大

歓迎です！ 

11/23 高岡くらしの会  
今年は沖縄施政権変換 50 年の年です。50 年たっ

ても、沖縄の自主が守られていない現実を知りまし

ょう。県内で、沖縄を課題に取り組んでいる方に話

を聞いて、自分たちは何をすべきかを考えましょ

う。 

 
 

アレッセ高岡 
アレッセ高岡について 

特定非営利活動法人アレッセ高岡です。国籍、民
族、文化、言語、宗教などの違いを超えて、同じ
地域の住民として共に地域の課題を解決し地域の
未来を築いていくための人材育成を行うこと、多
様性を尊重しそれを地域の力とする社会の実現に
向けた住民の意識の醸成を図ることを目的に日々
活動しています。 

新日本婦人の会高岡支部  
わたしたちの活動を知ってください！ 

結成 60 年を迎える会の歴史や目的と、そのため
の平和やくらし・教育の学習や要請行動、実現し
たことなどをお知らせします。また、オカリナ、
合唱、絵手紙、健康マージャン、山歩きなどのサ
ークル活動やおしゃべりタイムのことを紹介しま
す。 

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

高岡市男女平等推進センター  
「高岡市男女平等推進プラン(第２次)後期事業計画」 
「高岡市 DV 対策基本計画(第３次)」 
「女性活躍推進法」 
「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。  

 レインボーハート富山  
「LGBTQ+、SOGI っちゃなにけ？」 

多様な性に関する基礎知識とレインボーハート富山の取り組みの紹介 
富山に住む LGBTQ+当事者の想いや多様な性を尊重
するための取り組みの広がりをお伝えします。どんな
性のあり方であっても、誰を好きになってもならなく
ても、すべての人が生きやすい社会を作るために、一
人ひとりができることを考えてみませんか。 

カーテンコール  
高岡演劇鑑賞会 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
53 年前に誕生しました。いままでに 320 作品を
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） 

第 2 期 11/19(土)～11/23(水・祝) 

 

第１期 ９／３(土)～9/10(土) 

高岡市男女平等推進センター 交流サロン他 
（ウイング・ウイング高岡６階） 

性別にモヤモヤしている人が  
安心して暮らせる富山をつくる会  

＃投票所入場券に性別はいらない 
トランスジェンダーや X ジェンダーなどの「性別に
モヤモヤしている人」は、いつも「この性別欄、本
当に必要？」とモヤモヤしながら生活しています。
その一つが選挙の際の投票所入場券です。そのせい
で私たちがどんな思いをしているか……知ってくだ
さい！ 

男性介護者の会「みやび」  
世相を表す４つの統計—ケアラーの健康、 

働き方、人間関係、外国の事情。 

家族をケアする人（以下、ケアラー）が主体的、

能動的に生きいける社会を目指して、世相を表す４

つの統計を使ってケアラーの現状を説明します。政

府統計などのなかには知られていないけども、それ

でいて意外と興味深い統計があります。ご期待くだ

さい。 


