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男女共同参画宣言都市・高松

上映会上映会
●定員／120人  ●入場料／無料

■出演者たちのプロフィール

広岡浅子、津田梅子、吉岡彌生、猿橋
勝子、オードリー・ヘップバーン。彼女
たちの行動に至った思いや功績、時代
背景を描き、今の日本社会にもたらし
たインパクトを紹介します。

●対象講座：上映会・ワークショップ・映画
●対 象 者：生後満6ヵ月～就学前の子ども
●費　　用：無料

●申し込み：
　11月15日㈰までに
　電話・FAXで同実行委員会へ

★20世紀に活躍した偉大な女性たち★上映会

Ⅰ．男女共同参画センター＆市民フェスあゆみ展
とき：11月21日㈯～11月27日㈮ 9:00～21:00

Ⅱ．市民活動・交流パネル展
とき：11月28日㈯～12月6日㈰ 9:00 ～21:00
＊11/24㈫・12/1㈫は休館、土・日・祝日は17：00まで

2020高松市男女共同参画市民フェスティバル

だれも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。

2020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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高松市の施設を安全・安心にご利用いただくために、入館の際には
検温、手の消毒、マスクの着用をお願いします。ご協力のお願いご協力のお願い

11月28日㈯ ■開会行事／13：30～13：45
■上 映 会／13：45～16：00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

託児があります!託児
要予約

パネル展パネル展

次世代につなごうつなごう

11月24日㈫・
12月1日㈫は休館

託児
あり

～平等・創造・平和への行動～

１１月21日土▶12月6日日１１月21日土▶12月6日日

1864年、江戸幕府の幕臣の家に生
まれる。明治４年、満６歳のとき日本
初で最年少の女子留学生として岩倉
使節団に随行して渡米。アメリカで
十数年過ごした後帰国、女子留学生
の就労の機会も乏しく再び留学。帰
国後、「女子英学塾」（現在の津田塾
大学）を開校、近代女子教育の確立
に尽力した。2024年度発行の新５
千円札の肖像に採用される。

津田　梅子 氏（女性の可能性を世界に広げた教育者）

1929年、ベルギー・ブリュッセル生まれ。前半生
は幼少時代と第二次世界大戦期の少女時代。ハ
リウッド黄金時代には女
優として大活躍、「ローマ
の休日」「マイ・フェア・レデ
ィ」「ティファニーで朝食
を」など不朽の名作で世
界中のファンを魅了した。
1988年からユニセフ親善
大使となり、貧困国の子ど
もたちのために、晩年まで
精力的な活動を行った。

オードリー・ヘップバーン
（国際派女優・ユニセフ親善大使）

子育て中の方も、ぜひご参加ください！

1920年、東京生まれ。昭和16年創
立「帝国女子理学専門学校」の第一
期生として物理学科に入学。化学系
で女性初の理学博士となる。1954
年のビキニ事件における「死の灰」に
よる大気・海洋の放射能汚染の調査
研究が世界的に評価された。「女性
科学者に明るい未来をの会」を設
立、「猿橋賞」を通じて女性科学者を
支援し続けている。

猿橋　勝子 氏（女性科学者のパイオニア）

1849年、京都の豪商の家に生まれ
る。大坂の豪商「加島屋」に嫁ぎ、実
業界に身を投じ、炭鉱事業、銀行設
立、生命保険会社設立など次々に挑
戦した明治を代表する女性実業家。
日本女子大学校設立にも尽力、女性
の教育機会や職域拡大に貢献し
た。ＮＨＫ連続テレビ小説「あさが来
た」で人気を博した。

広岡　浅子 氏（実業家・教育者・社会運動家）

1871年、現静岡県生まれ。父は漢方
医。明治22年に上京し、済生学舎
（現 日本医科大学）に入学。同25年
に日本で27人目の女医となる。その
後、日本初の女医養成機関「東京女
医学校」を設立、戦後「東京女子医科
大学」となる。医療分野への女性活
躍の道を広げるとともに、女子教育
の基盤づくりに活躍し、女性の社会
的地位の向上に尽力した。

吉岡　彌生 氏（女性医師の道を開拓した先駆者）

「日本を変えた女性たち」制作・著作：丸善出版株式会社日本語字幕版制作・発行：丸善出版株式会社



１１月21日土▶12日6日日 ※11月24日㈫・
　12月 1 日㈫は休館

パネル展パネル展
★平和と暮らしを守るため、しっかり考え、共に進もう！ I 女性会議高松支部
★県外から香川に引っ越してきた方をサポート 移住支援団体たかまつ「IJU」
★地域と子育て世帯をつなぐ　子育てエンターテイメント　ぬくぬくママSUN'S 一般社団法人ぬくぬくママSUN’Ｓ
★アディクションってな～に？！ AKKかがわ
★持続可能な社会を目指して「ＳＤＧｓ」 NPOグリーンコンシューマー高松
★9年の活動の軌跡―東日本大震災から令和2年豪雨災害― NPO法人東北ボランティア有志の会香川
★原発震災から9年目～福島と香川をつなぐ NPO法人福島の子どもたち香川へおいでプロジェクト
★物語はあなたのそばにある 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（香川善意通訳の会）
★ちょっとした対応でうまくいく発達障害 香川LD周辺児（者）親の会
★学習協で一緒に学びませんか！ 香川県労働者学習協議会
★知っていますか？子どもの権利条約！ 香川の制服を考える会
★自ら考え、行動するガールスカウト ガールスカウト香川県連盟
★毎日の食事"献立の悩みから解放！！”のヒント 学校給食と子どもの健康を考える会香川支部
★未来へ語り継ぐために！　2020ヒロシマ被爆手記朗読の会 自由席
★「ありがとう」から始めよう！ 手話サークルひびき
★未来のために♡できること 高松友の会
★わくわく！ドキドキ！未来の親子のためにいろんな体験を！！ 特定非営利活動法人マイシアター高松
★EPD（イコール・ペイ・デイ）！知ってますか？ 日本ＢＰＷ香川クラブ
★冤罪事件の根絶をめざして 日本国民救援会香川県本部
★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
★笑顔あふれる共同参画 まいまい塾ネットワーキング

★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。

・上映会　　　　・映画…　Ⅰ　　Ⅱ　　Ⅲ　　Ⅳ　　Ⅴ　

・ワークショップ…　②　③　④　⑤　⑦　⑧　⑨　⑩　　＊①・⑥は申込み不要

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21日㈯・22日㈰・

29日㈰・
12月5日㈯・6日㈰

11月21日㈯

11月22日㈰

11月26日㈭

11月29日㈰

12月2日㈬

12月5日㈯

11月22日㈰

11月23日（祝・月）・
25日㈬

11月29日㈰

12月6日㈰

11月30日㈪・
12月3日㈭

ミーティングスペース2・3

学習研修室1
学習研修室1・2・3
学習研修室3

学習研修室1・2・3
（オンライン参加可）
ふれあい交流サロン
学習研修室1・2・3

（オンライン参加可）
学習研修室1・2・3
学習研修室3

学習研修室1・2・3
（オンライン参加可）

10：00～17：00

10：00～12：00
13：30～16：00
10：00～12：00

10：00～12：00

13：00～15：00

10：00～12：00

09：30～12：00
10：00～12：00

13：30～16：00

13：30～16：00

午前の部10：00～12：10
午後の部13：00～15：10

13：00～16：30

午前の部10：00～11：30
午後の部13：00～14：00
午前の部10：00～13：00
午後の部13：30～16：30

①パープルBOX感謝市（陶器・袋物・雑貨 他）

②心と体のリラックス講座（500円）
③英語落語で磨く話し方講座
④男女格差をなくそう！特に政治分野で！！
⑤―コロナ禍で私たちができること―
　　　　　　　「被災地を知り、防災に備える」
⑥あなたは飲める派？飲めない派？
⑦子どもをじょうぶにする食事は時間もお金も
　手間もかからない（1,000円）
⑧これからの「見守り活動」を考える
⑨「ドイツ」～くに・ひと・ことば～

⑩福島の声を聴く

NPO法人たかまつ男女共同参画ネット

健整美笑の会
高松トーストマスターズクラブ
日本BPW香川クラブ

NPO法人東北ボランティア有志の会香川

AKKかがわ

学校給食と子どもの健康を考える会香川支部

高松市婦人団体連絡協議会
I 女性会議高松支部
NPO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）
2020ヒロシマ被爆手記朗読の会　DVD完成披露上映会
 （一般1,000円、学生以下無料）

「八十七歳の青春　市川房枝生涯を語る」上映会

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
（大人・学生500円、高校生以下無料）
★20世紀に活躍した偉大な女性たち★上映会（日本女性4人）
★20世紀に活躍した偉大な女性たち★上映会（オードリー・ヘップバーン）
映画「プリズン・サークル」上映と坂上香監督トーク
（一般1,000円、学生以下無料）

自由席

男女共同参画センター

ハンセン病問題を考える市民の会

男女共同参画センター

自由席

映  画映  画
2020高松市男女共同参画市民フェスティバル

11月28日㈯～12月6日㈰ 9：00～21：00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21日㈯～１2月6日㈰
高松市男女共同参画センター

と　き
ところ

高松市男女共同参画センターところ

学習研修室1・2・3

学習研修室1・2・3

学習研修室1・2・3

学習研修室1・2・3

学習研修室1・2・3

市民活動・交流パネル展

2020高松市男女参画市民フェスティバル 参加申込書

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

＊12/1（火）は休館 ､
　土・日・祝日は17:00まで

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。

お名前

（ふりがな） ご住所


