
男女共同参画宣言都市・高松

講演会

●定員／200人  ●入場料／無料  ●託児あり（無料・要予約）
★申し込み受付開始
★申し 込 み 方 法

★入場整理券を配布

11月1日 10：00から。先着順。
①電話.087-833-2282  ②FAX.087-833-2286
③男女共同参画センターに来館（たかまつミライエ6F）
上記の方法で申込みされた方に入場整理券をお渡ししますので、 
男女共同参画センターまでお越しくださるようお願いします。

勝間 和代（かつま・かずよ）
経済評論家、中央大学ビジネススクール客員教授。早稲田大学ファイナンスMBA、慶応大
学商学部卒業。当時最年少の19歳で会計士補の資格を取得、大学在学中から監査法人
に勤務。アーサー・アンダーセン、マッキンゼー、JPモルガンを経て独立。現在、株式会
社監査と分析取締役、国土交通省社会資本整備審議会委員、中央大学ビジネススクール
客員教授として活躍中。著書多数、最新書は『勝間式 食事ハック』。

●対象講座：講演会・映画・ワークショップ
●対 象 者：生後満6ヵ月～小学校低学年
●費　　用：無料
●申し込み：子育て中の方も、ぜひ

参加してください！
11月17日㈯までに電話・
FAXで同実行委員会へ

無料

個性を活かした男女共同参画
～男女の強みを生かしあって楽しく幸せになろう～

講師

2018高松市男女共同参画市民フェスティバル

男女がお互いに認め合い、個性と能力を発揮し、共に輝くまちづくりに向けて、みんなが集い、
語り合い、交流するために、さまざまな催しを行います。皆さんの参加をお待ちしています。

勝間和代さん（経済評論家）

手話通
訳あり 託児あ

り

2018高松市男女共同参画
市民フェスティバル実行委員会

高松市男女共同参画センター内 同実行委員会事務局
〒760-0068　高松市松島町一丁目15番1号
TEL（087）833-2282  FAX（087）833-2286
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11月24日㈯ ■開会行事／13：30～13：45
■講　演　会／13：45～15：15とき

たかまつミライエ 1階多目的室たかまつミライエ 1階多目的室ところ

プ
ロ
フ
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ー
ル

託児があります!
要予約

輝かそう ひと・まち・未来輝かそう ひと・まち・未来
１１月23日（金・祝）▶12月2日㈰１１月23日（金・祝）▶12月2日㈰

※11月27日㈫は休館



１１月23日（金・祝）▶12日2日㈰ ※11月27日㈫は休館

パネル展パネル展
★平和と暮らしを考え、行動し、一歩前へ！ I 女性会議高松支部
★災害ボランティアで見えた被災地～東日本大震災、熊本地震、九州北部豪雨災害、西日本豪雨災害～ NPO法人東北ボランティア有志の会香川
★即興創作、「四行連詩」の素晴らしいスリル オトコとオンナの言葉あそび
★善意通訳を通して国際友好の掛橋 香川SGG　
★CAP（子どもへの暴力防止）って何？ 香川CAP
★“ごはん”の力を見直そう！ 学校給食と子どもの健康を考える会香川支部
★お出かけは公共交通で！ “ぐるっと高松”公共交通を育てる会
★楽しく元気に登山しましょう！！ 四国百名山会
★ヒロシマ被爆手記朗読の会のあゆみ 自由席
★手で話しましょう！！ 手話サークルひびき
★子育てしやすい町にするために！ 新日本婦人の会高松支部
★「防災志」の取り組み 高松市婦人団体連絡協議会
★トーストマスターズで英語のプレゼンテーション力をUP 高松トーストマスターズクラブ
★家庭から社会へ　～くらす・そだてる・はたらく～ 高松友の会
★原発震災7年目・・・福島と香川をつなぐ 特定非営利活動法人福島の子どもたち香川へおいでプロジェクト
★GGGI　114位／144か国中！ ―女性の政治参画をすすめよう！― 日本BPW香川クラブ
★見逃していませんか、子どもたちの悲しみのサイン・・・ 認定NPO法人グリーフワークかがわ
★地域と子育て世帯をつなぐ　ぬくぬくママSUN’S ぬくぬくママSUN’S
★ハンセン病問題の早期解決をめざして ハンセン病問題を考える市民の会
★LGBTもいきいきと暮らせる高松市に PROUD（プラウド）
★流産・死産経験者で作る　ポコズママの会たかまつ 流産・死産経験者で作るポコズママの会たかまつ
★みんなイキイキ　参画センター！ NPO法人たかまつ男女共同参画ネット

★右記のうち参加ご希望の催しを○で囲み、お名前、ご住所、電話番号、託児希望等を書いてください。

・講演会　　　　・映画…　Ⅰ　　Ⅱ　　Ⅲ　　Ⅳ

・ワークショップ…　①　②　③　④　⑤　⑥　⑦　⑧　⑨　⑩　⑪　⑫

電話（携帯）番号 ※電話番号は必ずご記入ください。 託児（名前・年齢） ●所属団体があれば、ご記入ください。

テ 　 ー 　 マ 団 体 ・ グ ル ー プ 名

日　時 場　所時　間 団 体 名テーマ・参加費（無記入は無料）

11月24日（土）

11月23日
（金・祝）

11月25日
（日）

11月28日
（水）

11月29日
（木）

11月25日（日）

11月28日（水）
11月29日（木）

12月１日（土）

12月2日（日）

学習研修室全室

ふれあい交流サロン
学習研修室1
学習研修室3

ふれあい交流サロン
１Ｆ多目的室
学習研修室1
学習研修室2
学習研修室2
学習研修室3
学習研修室2

学習研修室3

10：00～12：00

10：00～16：00
10：30～14：00
10：30～12：00
11：00～12：00
13：00～15：30
　9：00～12：00
10：00～12：00
10：00～12：00
13：30～16：00
13：30～15：00

13：30～16：00

12：30～16：30

13：30～15：30

10：00～12：00

①10：00～12：00
②13：00～15：00

①親・教師のためのLD・ADHD・アスペルガー対応講演会
　～ロールプレイで演じ、解説～
②ダイバーシティカフェ　焼き菓子、コーヒーなど （各100円～）
③表現にチャレンジ！
④GGGI 114位／144か国中！ ―女性の政治参画をすすめよう！―
⑤～♪ ココぺリアンブラス演奏会 ～♪
⑥地域コミュニティにおける女性リーダーのあり方
⑦カイロプラクティックで健康に！（1,000円）
⑧家計簿をつけてみませんか！～家計簿をつけて教育費や老後に備える～
⑨沖縄と怒りと悲しみを共に！～基地なき県に我らは住みて～
⑩「どないして行くん？”○○へ」
⑪お父さんとお菓子をつくろう！

⑫子どもたちとのつき合い方～多様な個性に学ぶ～

香川LD周辺児（者）親の会

PROUD（プラウド）
まいまい塾ネットワーキング
日本BPW香川クラブ
ココぺリアンブラス
高松市婦人団体連絡協議会
健整美笑の会
高松友の会
I 女性会議高松支部
“ぐるっと高松”公共交通を育てる会
高松話術同好会
特定非営利活動法人福島の子ども
たち香川へおいでプロジェクト

ワークショップワークショップ

日　時 時　間 場　　所 団 体 名テーマ・参加費（無記入は無料）
ハンセン病問題の早期解決をめざして「講演と映画のつどい」
（500円、高校生以下無料）
ドキュメンタリー映画「被ばく牛と生きる」上映会
（1,000円・大学生以下無料）
「いただきます～みそをつくる子どもたち～」上映会
（前売 1,000円、 当日 1,200円）
映画「土と育つ子どもたち」
～子どもが子どもとして自由に豊かな心を育んでいく記録映画～

ハンセン病問題を考える市民の会

自由席

学校給食と子どもの健康を考える会
香川支部

高松友の会

映　画映　画
2018高松市男女共同参画市民フェスティバル

11月23日（金・祝）～12月2日㈰と　き
高松市男女共同参画センター ふれあい交流サロンところ

１１月24日㈯～１2月2日㈰
たかまつミライエ（高松市こども未来館）1階多目的室、 6階高松市男女共同参画センター

と　き
ところ

たかまつミライエ6階  高松市男女共同参画センターところ

学習研修室全室

学習研修室3

学習研修室2・3

学習研修室3

市民活動・交流パネル展

2018高松市男女参画市民フェスティバル 参加申込書

お名前

（ふりがな） ご住所

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ


