
絵本や童話、知識の本。親子でいろいろな本を
楽しみませんか。読み聞かせと本の紹介。

展示ワークショップ
おもしろい本みつけたよ！
親子で本を楽しもう

6/26 10:00～11:30

TEL

主
3F 研修室 301
良書をすすめる会
090-2033-4917（内山）

「TA すごろく」ゲームを題材に、個人のストロー
クの受け取り方、出し方を振り返ります。

交流ゲームによりストローク
（人とのふれあい）を振り返る

特定非営利活動法人 日本交流分析協会北陸支部
076-494-3181　 ta_hokuriku@plum.plala.or.jpFAX

6/26 10:00～11:30

※当日申込みも可　　3F 研修室 304
主

家庭ごみの減量について家族皆で話し合い、一
人ひとりが減量に取り組みましょう。

家庭からごみの減量に
取り組もう

TEL

6/26 13:00～14:30

主
3F 研修室 307・308
富山県婦人会
076-441-4747　　076-432-1803

子どもを暴力の被害者・加害者・傍観者にさせ
ないCAPプログラムの紹介。

すべての子どもに
安心・自信・自由の権利を

6/27 10:00～12:00

結婚で夫婦同姓が強制されることによる困りごと
体験・事例を学びあい共有しましょう。

選択的夫婦別姓にエールを！

6/27 13:30～15:30

主
3F 研修室 303
選択的夫婦別姓を実現する会・富山
besseitoyama@gmail.com

DVD を視聴し、環境、生態系への影響を知り、
生活者の視点で削減へアクションを!

プラスチックごみ、分別、
リサイクルしているから大丈夫？

TEL

6/27 13:30～15:30

色を選び思いを語ることで自分と他人の感じ方を
理解し尊重する心を育てましょう。

色でおしゃべりしませんか？

TEL

6/26 10:00～11:30

3F 研修室 308　　富山色育会
090-2838-8763（いなつち）
iroiku.clea@gmail.com

主

親子で好き・得意等に気づくワークをしながら、
コミュニケーションを楽しもう！

親子の「いいね！」を引き出す

6/26 13:00～14:30

主
4F 和室
結生の家×聴き方教室とやま
yuuki.no.home@gmail.com（柴田）

※小学生親子対象。先着５組。筆記用具持参。

シングルママのみなさん、同じ境遇のママどうし
で集いましょう。きっと心が軽くなるはず。

シングルママの語り合い

6/27 10:00～12:00

主
3F 研修室 307
NPO法人えがおプロジェクト
egao.toyama@gmail.com

親子で一緒に “こきりこ” を覚えて楽しくおどりま
しょう。お父さんもぜひ参加ください。

こきりこワークショップ

6/27 13:30～15:30

主
3F 研修室 304
富山パイロットクラブ

女性差別撤廃条約選択議定書の批准ってどうい
うこと？　批准したら何が、どう変わるの？

日本をジェンダー平等社会に
―今こそ、女性差別撤廃条約選択議定書の批准を！

TEL

7/3 10:00～12:00

主
2F 生活体験実習室
シャキット富山35、雇用差別を許さないネット
とやま、Ｉ女性会議富山県本部
090-6273-4136（宇治谷）

大切なのは、あなたがあなたであること。今より
も自分を好きになれる優しい魔法です。

「育自のための小さな魔法」
自分とつながろう！

6/26 13:00～14:30

主
3F 研修室 302
NPO法人「育自の魔法」富山

コロナ禍で見えてきた不平等や不条理をどう変え
たいか、意見を出し合いましょう。

おうち時間、働き方、地域…
アフターコロナの日常をどうつくる？

6/27 10:00～12:00

TEL

3F 研修室 302　　MWF勉強会
090-3295-4357（豊田）

主

フェスティバルのシンボルマークからイメージをふ
くらませて五七五の川柳を詠む。

印象吟川柳を作りましょう
～フェスティバルのシンボルマークを詠む～

TEL

6/27 10:00～12:00

3F 大会議室　　印象吟句会北斗
076-437-6126／090-1315-4329（すずき）

主

囲碁は老若男女誰もが楽しめるゲームです。女
流棋士がやさしく、わかりやすく教えます。

女流棋士による親子囲碁教室

TEL

6/27 13:30～15:30

主
3F 研修室 307
日本棋院富山県支部連合会
090-1390-1726（たかまさ）

心の栄養不足から生じるギスギスした人間関係
を丸く収める方法を学び合います。

心の栄養の摂り方講座

TEL

7/3 13:30～15:30

主
2F 生活体験実習室
富山心理学を学ぶ会
076-493-6172（PCサークル “マウス”）
076-493-6181　　mouse@tompro.com

要申込

要申込 要申込

要申込

要申込 要申込

要申込

3F 研修室 303　　富山CAP（キャップ）
090-8093-8717（岸）　 toyamacap@gmail.comTEL

主

FAX

※途中入室歓迎します。

※おとな対象。子どもは参加できません。
※お子さまづれの場合、飲み物、おもちゃ持参。

※4Bえんぴつ、消しゴム、国語辞典を持参。

※要連絡。20 組まで。

3F 研修室308　 新日本婦人の会富山県本部
076-482-5322　　076-482-5327
sfjtym120@gmail.com

主

FAX

FAX

場所　　主催　　電話番号　　FAX　　メールアドレスTEL FAX主
場所　　主催　　電話番号　　FAX　　メールアドレスTEL FAX主

６/26 ～７/24土 土

9:00 ～ 21:00（日曜日は17:00まで）
※月曜日・祝日は休館

富山市男女共同参画推進センター
で実施しているさまざまな事業に
ついてご紹介します。

富山市男女共同参画
推進センターの事業紹介

TEL

主

1F エントランス
富山市男女共同参画推進センター
076-433-1760　　076-433-1761
suishin-01@city.toyama.lg.jp

FAX

今年度始動した「富山県土壌測
定プロジェクト」をご紹介します。

食品・土壌の放射能測定
からみる未来の
子どもたちの健康と環境

主

1F エントランス
とやま市民放射能測定室
はかるっチャ

世界での色の使われ方と、その歴
史を知ることにより、世界の男女
観を知る。

世界の色彩に見る
男女の性差

主

1F エントランス
色まなびの会

子ども達の読書や親子で本に親し
むことを応援する様々な活動の様
子を紹介します。

良書をすすめる会
活動紹介

TEL

主

1F エントランス
良書をすすめる会
090-2033-4917（内山）

自分がもらって嬉しかったストロー
クを手がかりに、自己理解を深め
ましょう。

私がもらって嬉しかったストローク
（人とのふれあい・心の栄養）

主1F 図書室前　 特定非営利活動
法人 日本交流分析協会北陸支部
076-494-3181
ta_hokuriku@plum.plala.or.jp

昨年１年間ごみ減量に取り組んだ
結果を展示。さらに家族で取り組
む参考とします。

家庭からごみの減量に
取り組もう

TEL

主

2F 通路
富山県婦人会
076-441-4747
076-432-1803

第21回富山県高校生ホーム
プロジェクトコンクール入賞
作品

高校生による
研究発表の展示

1F 展示コーナー

色を選んでも感じ方は人それぞれ。
「色育」は違いを理解し尊重する
心を育てます。

色育ってなぁに？

TEL

主

1F エントランス
富山色育会
090-2838-8763（いなつち）
iroiku.clea@gmail.com

女性川柳作家の育成をしていま
す。一年の中で一番好きな句を短
冊に書きました。

さわらび会の川柳

TEL

主

1F エントランス
川柳えんぴつ　さわらび会
090-5175-6200（伊東）

持続可能な社会の実現をめざし
て、「新しい日常」において、よ
り良い消費行動を！

“消費”で築く新しい日常

TEL

主

1F 図書室前
富山県消費者協会
076-432-5690
076-432-5693

大切な幼児期を、自然の中で保
護者や地域の方と共に、じかに体
験し共に学ぶ様子を紹介。

五感を震わす体験を
～森のようちえん　まめでっぽう～

主

1F 図書室前
森のようちえん　まめでっぽう
mamedeppo@gmail.com

「人権」は一人一人が幸福に生きる
ための大切な権利。人権意識を
育てましょう。

「誰か」のこと　じゃない。
―育てよう　一人一人の人権意識―

TEL

主

2F 通路
富山県人権擁護委員連合会
男女共同参画部会
076-441-0572  　 076-441-0503

老若男女すべての方に、訪問看護
を知っていただき、安心で安全な
在宅療養を！

訪問看護啓発コーナー

TEL

主

1F エントランス
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
076-431-0230
076-431-0227

会長はじめ女性が過半数を占める
本会は、本年創立 30 周年を迎え
ました。本会の活動を紹介！

中高年者登山サークル
「高志山の会」

TEL

主

1F エントランス
高志山の会
076-422-6870
hiro50ta@outlook.jp

沖縄の各議会における女性議員
の割合と昨年秋の全国知事会提
言を紹介します。

沖縄における女性の政治参画
と2020年の全国知事会提言

TEL

主

1F 図書室前
ゆいま～る♡とやま沖縄つなぐ会
090-1391-1764（小原）

戦争のない平和な世界はみんなの
願い！　核兵器禁止条約発効、
被爆者の思いを受け継いで。

核兵器のない
平和で公正な世界へ

TEL

主

1F 図書室前
新日本婦人の会富山県本部
076-482-5322　　076-482-5327
sfjtym120@gmail.com

暴力防止プログラム CAP の子ど
もワークショップを受けた子どもた
ちの声を伝えます。

すべての子どもに
安心・自信・自由の権利を

TEL

主

2F 通路
富山CAP（キャップ）
090-8093-8717（岸）
toyamacap@gmail.com

別姓制度を取りまく現在の状況。

選択的夫婦別姓に
エールを！

主

1F エントランス
選択的夫婦別姓を実現する会・富山
besseitoyama@gmail.com

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～

TEL

主

1F エントランス
富山県働き方改革・女性活躍推進室
076-444-3257

フェミニストカウンセリングが目指
すのは女性たちのエンパワメント
と心理的回復です。

「フェミニストカウンセリング」
への招待 ～知ってる？フェミカン～

TEL

主

1F エントランス
一般社団法人ウィメンズ
カウンセリング富山
080-3045-2176

五感をフル活用する楽しいアート
を通して、多様性の素晴らしさに
気づく第一歩です。

みんなちがってみんないい

TEL

主

1F 図書室前
ほんわかアートの会
050-3698-7091（ウラモト）
honwaka.art@gmail.com

ファミリーの
一員となって過ごした
１カ月のホームステイ体験
たどたどしい英語でも気持ちが通
じた貴重な体験。10代での「ひと
りだちへの旅」の報告です。

主

2F 通路
公益財団法人ラボ国際交流センター
北陸地域会

FAX

FAX

FAX

FAX

FAX

FAX

土

土

日

日日日

日日日

日

土土

土

土 土

土

※「ワクワク」楽しむ気持ちをご用意下さい。

展示内容はホームページでも紹介します。


