
●スタンプラリー　……　ワークショップ、表彰・基調講演、シネマ、展示でスタンプを集めます。 
　　　　　　　　　　　　（スタンプラリー対象のワークショップ・展示には　　　マークがついています。） 
●クイズラリー　……　館内を回りながら、クイズに答えます。 

当日は駐車場の混雑が予想されます。 
公共交通機関をご利用の上、ご来場お願いします。 

サンフォルテ フェスティバル実行委員会事務局 
〒930-0805　富山市湊入船町6-7 
富山県民共生センター「サンフォルテ」内 
ＴＥＬ　076-432-4500　ＦＡＸ　076-432-5525 
サンフォルテホームページ　http://www.sunforte.or.jp

一時保育について 

イベントスケジュール 

子育てはなまるマーケット 子育てはなまるマーケット 
親子の遊び場スペース 親子の遊び場スペース 

女性のチャレンジショップ 女性のチャレンジショップ 

10：00～14：00

10：00～12：00

10：00～15：30

フェスティバルラリーに参加しよう！ 
スタンプラリーとクイズラリーの2つがあります。参加賞として粗品をプレゼント。また、両方のラリーに参加された方には、
抽選で素敵な景品をプレゼントします。 

育児・マタニティ用品フリーマーケット 

掘り出し物をみつけよう。 

女性オーナーの魅力的なショップがずらり。 

北口 

富山市総合体育館● 

KNB● 

とやま自遊館 

いたち川 

●北モーター 
　プール 

●北陸電力 

富山ライトレール 

タワー111● 

●ボルファート 
　とやま 

● ● 
アーバンプレイス 

オーバードホール 

至高岡 至魚津 
富山駅 

 日（日） 
9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 9:00 12:00 15:00 17:00

2Ｆ 
ホール 

1Ｆ 
エントランス等 

2Ｆ 
生活体験実習室 

1Ｆ・2Ｆ 
各スペース 

1Ｆ～4Ｆ 
研修室等 

2Ｆ 
ホール 

1Ｆ 
エントランス等 

2Ｆ 
生活体験実習室等 

1Ｆ・2Ｆ 
各スペース 

1Ｆ～4Ｆ 
研修室等 

 日（土） 

ようこそ「遊びのワンダーランド」へ！ 
お気軽にお立ち寄りください。 

・英語の歌や絵本で遊ぼう 

・まめでっぽう流☆みんなで遊ぼう！ 

・石ころアートにトライしませんか 

13：00～15：00
・けん玉で遊ぼう会 

・見て、聴いて、感じて！！ 
　手作り紙芝居 

11：00～13：00
・牛乳パックでおもちゃ作り 

・絵本カフェ 

「ふるさと特産品」「リラクゼーション」 

「手作り雑貨・アクセサリー」 

 ラリー 

28

     日 
（土） 
28

     日 
（日） 
29

     日 
（日） 
29

     日 
（日） 
29

29　 

1Ｆ・2Ｆ 各スペース 

全　　館 

2Ｆ ホール 

県内音楽家による演奏 12：00開演 

川村文乃（ハープ） 

渋谷優花（ヴァイオリン） 
中野悠里（ピアノ） 

1Ｆ エントランス 

2Ｆ 生活体験実習室 
エレベーター前 

フェスティバル各イベント参加時に、就学前のお子様を対象に行います（1イベント・1区分につき300円）。FAX、ハガキに「一時保育希望」
と明記し、①イベント名　②氏名（ふりがな）　③〒・住所　④ＴＥＬ・FAX　⑤お子様の名前・年齢（○歳△か月）をご記入の上、サンフォル
テフェスティバル実行委員会事務局へお申し込みください。　　申込締切／６月１４日（土）必着 

県内音楽家による演奏 
     日 
（土） 
28

     日 
（日） 
29

富山県民共生センター 

※ 手話通訳あり 

■主催／サンフォルテ フェスティバル実行委員会 

■協賛／富山県明るい選挙推進協議会、（一社）富山県銀行協会　 

富山県各種女性団体・関係団体　富山労働局　富山県教育委員会　 
富山県　（公財）富山県女性財団 

『アンコール！！』 

（2012年/イギリス/94分） 
Steel Mill (Marion Distribution) Limited 2012 All Rights Reserved

－ 大切な誰かのためなら。人はいつだって変われる。 － 
　病身の妻の代わりに合唱団に参加した気難しい頑固老人が、さまざまな出来事を通

して人生の新たなスタートを切る姿を映し出す。涙あり、笑いありのヒューマンコメディ。 

・基調講演 

「女と男 ともに豊かに生きる 
　　　　　　～字幕の中に人生を～ 」 

・富山県部門功労表彰 

・女性が輝く元気企業とやま賞表彰 

・一筆啓上～女性の活躍推進に向けて～表彰 

戸田 奈津子氏（映画字幕翻訳者） 

286/ 29

C
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　東京都出身。津田塾大学英文科卒。短期のOL生活やフリーの翻訳
をしながら、映画字幕翻訳のチャンスを待つ。1970年「野生の少年」の
字幕を担当し、1980年「地獄の黙示録」で本格的なプロとなる。担当作
品は、「007シリーズ」「タイタニック」「ラスト・サムライ」等1500本を超え、
現在も第一線で活躍。著書として「字幕の中に人生」（白水社）「スター
と私の映会話」（集英社）等がある。 



  要申込 

マークのついたイベントを回って、
ポイントを集めると抽選で景品が
当たります!!

 ラリー 

★一時保育申込方法は裏面をご覧ください。 

マークのついたワークショップは、事
前申込みが必要です。各主催団体へ
お問い合わせください。 

286/ 286/
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子育てママに伝えたいメッセージを朗読して、みんな
で交通安全フリートークをします。 

時　間／10：00～11：30 
場　所／1F　親子読書室 
主　催／POEM朗読会「午後のティータイム」 
★ 気軽に参加して下さい。自由に出入りできます。 
問合せ先 ／0766-82-5130（安井） 

要申込 

ラリー 
子育てママも参加して、みんな 
で交通安全かるたをしよう！ 

男子にもできる、簡単裁縫生活を提案します。クッショ
ンカバー、タオルポンチョを作ります。 

時　間／10：00～11：30 
場　所／3F　研修室302 
主　催／藤井　永子 
★ 各5名。①1,200円　②1,300円 
問合せ先 ／090-3764-9598 eiko.f-0306@ezweb.ne.jp

ラリー 
男子にもできる①クッション 
②タオルポンチョ作り 

体のすみずみまで動かすことで体や心のたくましさや
しなやかさが育まれるリズム遊び。 

時　間／10：00～11：30 
場　所／4F　多目的スタジオ 
主　催／どんぐり山共同保育園 
★ 動きやすい服装、水筒持参でお願いします。 
問合せ先 ／TEL・FAX：076-436-7590

要申込 

ラリー 
親子で楽しむリズム遊び 

2001年に届けられた講演テープを聞きます！その人
間（ひと）のことば（信）に…。 

時　間／12：30～14：00 
場　所／1F　グループ読書室 
主　催／交流詩誌“話仙花”ことば道場 
★ どなたでも自由に聞いてみて下さい！ 
問合せ先 ／076-422-4957（深山方 栗田果奈穂） 

ラリー 
第12回ことばに咲いてみませんか？ 
世紀の境い目に届いていたことばを聞いてみよう！ 

理不尽なことに対し泣き寝入りせず闘う地下鉄メトロ
のパートオバチャンたちがいた！ 

ラリー 
非正規女性たちのストライキが 
始まった！DVD上映会 

エコストア制度の学習を通してレジ袋の削減や食品ロ
ス問題など環境保全について考えます。 

時　間／12：30～14：00 
場　所／3F　研修室307・308 
主　催／富山県婦人会 
問合せ先 ／TEL：076-441-4747（富山県婦人会事務局） 
 FAX：076-432-1803

ラリー 
「とやまエコ・ストア制度」ちゃ何け？ 

男女共に心の健康を守り、子供がすこやかに育つ環境
作りに貢献しています。 

時　間／12：30～14：00 
場　所／4F　多目的スタジオ 
主　催／富山県母親連絡会 
問合せ先 ／0765-72-1261（中林） 

ラリー 

心と体の健康 
心体の基礎作り体操 

お茶を通じて作法と感謝する心の大切さを発見・理解
する。 

時　間／12：30～14：00 
場　所／4F　和室 
主　催／茶道裏千家淡交会富山青年部 
問合せ先 ／090-2122-9133（吉野） 

ラリー 

サンフォルテフェスティバル2014 
交流茶会 

女性の権利を定める憲法を中心に講演を聴き、私たち
の活動と憲法について話し合います。 

時　間／15：00～17：00 
場　所／3F　研修室303 
主　催／シャキット富山35、I女性会議富山県本部 
問合せ先 ／090-6273-4136（宇治谷） 

もっと知りたい！憲法と女たちの権利 

ひとりで子育てをしているママ・パパ集まれ！日ごろの
悩みや、とっておきの情報を分かち合いましょう。 

時　間／15：00～17：00 
場　所／3F　研修室308 
主　催／えがおプロジェクト 
問合せ先 ／090-3763-8778

ママカフェ 
～シングルママの語り合い～ 

男女が輝いて生きるために、自分の能力を発揮してボ
ランティア活動で地域社会に貢献しています。 

時　間／15：00～17：00 
場　所／3F　大会議室 
主　催／入善町サフランの会 
問合せ先 ／0765-72-1261（中林） 

ラリー 
輝いて生きる 

①展示　人権ポスター・写真 
②体験　人権テーマ入りしおり作り　③プレゼント 

育てよう一人一人の人権意識 

①展示　人権ポスター・写真 
②体験　人権テーマ入りしおり作り　③プレゼント 

育てよう一人一人の人権意識 

野菜を使ったおやつ、牛乳・卵・小麦粉を除いたおやつ
の試食及び栄養相談に応じます。 

時　間／10：00～12：00 
場　所／2F　調理実習室 
主　催／公益社団法人富山県栄養士会 地域活動事業部 
★ 先着100名。お一人1回でお願いします。 
 

ヘルシーおやつ試食＆ 
栄養相談コーナー 

避難所運営についてのDVDを見て、感想を話し合い
ます。子どものおもちゃ作りコーナーもあるよ。 

時　間／10：00～12：00 
場　所／3F　研修室302 
主　催／MWF勉強会 
★ 途中参加可。上映は10：15～と11：00～の2回。 
問合せ先 ／076-438-5298（豊田） 

ラリー 
男女共同参画の視点を取り入れた安心 
できる避難所づくりについて考えよう 

自分が「生まれてきてよかった！」と思える親と子が一
緒に学ぶ性教育です。 

時　間／10：00～12：00 
場　所／3F　研修室303 
主　催／NPO法人ハッピーウーマンプロジェクト 
★ 親子15組（対象年齢小学校低学年まで）。参加費無料！ 
問合せ先 ／090-2838-1341

要申込 

ラリー 
子どもと親の楽しい性のお話 

元日本軍「慰安婦」被害者の証言「終わらない戦争」ビ
デオ上映とディスカッション。 

時　間／10：00～12：00 
場　所／3F　研修室304 
主　催／クローバーの会 
問合せ先 ／090-5175-3756（堀江） 

ラリー 
お隣の国との良い関係を求めて 
国際的な女性の人権問題について考える 

お茶を飲みながら、おしゃべりしましょう。絵手紙作り
にも、お気軽にご参加下さい。 

時　間／10：00～12：00 
場　所／3F　研修室308 
主　催／グループ女綱（なづな）～ストップDVとやま～ 
★ 絵手紙作りは、当日先着順です。 
 

ラリー 
女綱（なづな）カフェ 
夫や彼に気をつかって生活するのが当たり前と思っていませんか？ 

今、実に暮らしにくい時代ですね。私達が次世代に残
すべき事、共に話し合いませんか。 

時　間／10：00～12：00 
場　所／3F　大会議室 
主　催／富山県婦翔会　研修部 
 

今、私たちに出来ること 
－次世代に残すべきこと－ 

親子のふれあい体遊びです。パパやママの運動不足
解消、お子さんの運動発達を促します。 

時　間／10：00～12：00 
場　所／4F　多目的スタジオ 
主　催／べびちゃんパパちゃんままちゃんたっちんぐ 
★ 0才～2才までの親子（兄弟の参加OK） 
問合せ先 ／masayu11@ezweb.ne.jp 090-3760-5883（島倉） 

要申込 

ラリー 

ラリー 

親子で一緒に楽しく 
動いてみよう！ 

当日チェキを使い、写真を1枚撮影。切り貼りしてミニ
スクラップ体験を楽しもう！ 

時　間／13：00～15：00 
場　所／3F　研修室302 
主　催／ミルメルシー 
★ 参加費400円、再撮影は別途100円。 
 

ラリー 
親子で（作ろう）体験しよう 
スクラップブッキング 

親子で集まって、親達は安心安全な場で語り合い、子供
はパステルアートで自己表現する。 

時　間／13：00～15：00 
場　所／3F　研修室303 
主　催／ウィメンズカウンセリング富山 
問合せ先 ／090-2836-0274（石走） 

要申込 フェミニストカウンセリング 
への招待 

いじめ・誘拐・虐待…あらゆる暴力から子どもが自分を
守るCAPプログラムの公開講座。 

時　間／13：00～15：00 
場　所／3F　研修室304 
主　催／富山CAP（キャップ） 
★ 対象：大人（子どもの参加はできません） 
問合せ先 ／090-8093-8717（岸） 

ラリー 
生きる力をはぐくむCAP（キャップ）プログラム 
－子どもに伝えたい　あなたは大切な人－ 

事実婚や通称使用で暮らしている方のお話を聞いて
選択的夫婦別姓制度を考えます。 

時　間／13：00～15：00 
場　所／3F　研修室307 
主　催／別姓訴訟を支える会・富山、 
　　　　  選択的夫婦別姓の会・富山（ななの会） 
 

暮らしの中の選択的夫婦別姓 

コーチングは、能力や自発的行動を引き出すためのコ
ミュニケーションスキルです。 

時　間／13：00～15：00 
場　所／3F　研修室308 
主　催／トライアングルコーチング研究会 
★ 体験前に必ず事前説明を受けて下さい。 
問合せ先 ／TEL：076-493-6187（ティ・オー・エム企画 長岡） 
 FAX：076-493-6181 
 coach@tompro.com

人と人との繋がりに役立つコーチング 
（コミュニケーションスキル）体験会 

母乳分泌の生理を理解し、上手に母乳育児を続けられ
るよう、体験を通して話し合います。 

時　間／13：00～15：00 
場　所／3F　大会議室 
主　催／一般社団法人富山県助産師会 
★ 乳児をお連れの方は、バスタオルをご持参下さい。 
問合せ先 ／TEL・FAX：076-475-1366（吉橋） 

食育のはじまりは母乳育児から 

“悟り世代”を自覚出来る人達と、？マークの人達との
対話、交流が出来たらと。 

時　間／13：00～15：00 
場　所／4F　和室 
主　催／交流詩誌“話仙花”ことば道場 
★ 先着10名様、参加費1,000円（資料代込） 
問合せ先 ／076-422-4957（深山方 栗田果奈穂） 

要申込 復活！！セルフ・カウンセリンググループ 
“ぽうえっと” 

富山県男女共同参画推進員は男女共同
参画の視点での地域活動や普及啓発を
実施します。 

推進員が行く！ 
～富山県男女共同参画推進員です～ 

場　所／1F　エントランス 
主　催／富山県男女参画・県民協働課 
問合せ先／076-444-3137

心の居場所として、気持ちを受けとめ、心
に寄り添い子ども達の声を聴いています。 

電話でつながるこころの居場所 
18さいまでの子どもがかける電話 チャイルドライン 

場　所／1F　エントランス 
主　催／とやまチャイルドライン愛ランド 
問合せ先／TEL：090-2121-6874（山本） 
　　　　　FAX：076-444-7807

天然自然の有り様に感応出来る感性を育
む機会になれたらいいですね！ 

第32回 栗田果奈穂巡回『詩と写真展』 

－天然自然は花運世羅（かうんせら）－ 

場　所／1F　図書室 
主　催／栗田果奈穂 
　　　　（交流詩誌“話仙花”ことば道場） 
問合せ先／076-422-4957（深山方 栗田果奈穂） 

女性が専門性を活かして働く学校司書と
子どもの確かな学力を育む学校図書館を
紹介。 

学校図書館活動紹介パネル 

場　所／1F　エントランス 
主　催／富山県図書館を考える会 
 

疲れた時、あなたはどんな風景の所へ行
きたいですか？心が安らぐ風景を集めま
した。 

疲れをやわらげる風景展 

場　所／1F　エントランス 
主　催／POEM朗読会「午後のティータイム」 
問合せ先／0766-82-5130（安井） 

ラリー 

老若男女すべての方に、訪問看護を知っ
ていただき、安心安全な在宅療養を！ 

訪問看護啓発コーナー 

場　所／1F　エントランス 
主　催／公益社団法人富山県看護協会 
　　　　 訪問看護ネットワークセンター 
問合せ先／TEL：076-431-0230 
　　　　FAX：076-431-0227

ラリー 

自然の中で遊び、生きる土台となる心と
体を育てることを大切にしている保育園
の写真展。 

子どもたちの笑顔 

場　所／1F　エントランス 
主　催／どんぐり山共同保育園 
問合せ先／TEL・FAX：076-436-7590

暮らしの中の選択的夫婦別姓。男女が共
に生きやすい社会の実現を目指す。 

改姓しなくても結婚できる！？ 

場　所／1F　エントランス 
主　催／別姓訴訟を支える会・富山 
 

富山駅前CiCビル3階にある富山市男女
共同参画推進センターの事業を紹介します。 

富山市男女共同参画推進 
センターの事業紹介 

場　所／1F　エントランス 
主　催／富山市男女共同参画推進センター 
問合せ先／TEL：076-433-1760 
　　　　FAX：076-433-1761

女性差別の解消は、まだ道半ば。今、男女
賃金差別裁判と別姓訴訟裁判をたたかっ
ている。 

男女平等社会への歩み 

場　所／1F　エントランス 
主　催／シャキット富山35 
問合せ先／0766-56-4588（津本） 

どんな社会情勢でも人権は尊重されるもの。
歴史の事実にふれ、ハルモニの想いを伝
えたい。 

日本軍「慰安婦」問題 
韓国ツアーから 

場　所／1F　エントランス 
主　催／新日本婦人の会富山県本部 
問合せ先／076-433-2181

国際交流や社会問題などの問題に取り組
み、国際人として貢献、活動したことを振
り返る。 

国際平和を願いつづけて 

場　所／1F　エントランス 
主　催／富山県婦翔会　広報部 
 

ラリー 

富山大学は男女共同参画を推進し、女性研
究者が多数活躍していることをご紹介します。 

輝く女性研究者たち！ 

場　所／1F　図書室 
主　催／国立大学法人富山大学 
　　　　男女共同参画推進室 
問合せ先／076-445-6146 
　　　　 yurinoki@ctg.u-toyama.ac.jp

ラリー 

消費生活クイズとリサイクル作品展を開
設し、活動の一端を紹介する。 

消費者トラブルを防ごう！ 

場　所／1F　消費生活センター前 
主　催／富山県消費者協会 
問合せ先／076-432-5690

ラリー 

父母、家族、教員、地域、みんなで子育て
を考え、実践し、子どもも親も幸せになろう。 

みんなで子育て！ 
親立（おやりつ）の園 

場　所／2F　廊下 
主　催／NPO法人親と教員の会 
　　　　こどものその 
問合せ先／TEL・FAX：0766-25-2231

ラリー 

いじめ・誘拐・虐待…あらゆる暴力から子
どもが自分を守るCAPプログラムの紹介。 

生きる力をはぐくむ 
CAP（キャップ）プログラム 

場　所／2F　廊下 
主　催／富山CAP（キャップ） 
問合せ先／090-8093-8717（岸） 

サンフォルテフェスティバル 

シンボルマーク（公募作品） 

男女がしっかりと手を取り合う姿を表
現したもので、男女共同の努力により、
目標に向かって「愛と夢」が大きくふく
らむイメージをデザインしたものです。 
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