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展示256 土

266 日

256 土 237 土

９:00~21:00（日曜日は17:00 まで） ※月曜日・祝日は休館

土６/25 13:00~14:30
自分らしく生きていますか？
~色で再確認！あなたの内面の魅力
色のカードや塗り絵を通して、あなたの内面の魅力
や個性を発見しましょう。

    2F調理実習室
    北陸色育会
    080-4256-8846（神田）
    eclat.mk@gmail.com

土６/25 13:00~14:30
肌の色・ツヤ・透明感への
アプローチ~構造と理論 ~
女性が心身共に健康で社会で活躍する為のヒントを
紹介します。

※1週間くらい前までにご連絡頂けるとありがたいです。
    3F 研修室 302
　色まなびの会
iromanabi@gmail.com

要申込 土６/25 13:00~14:30
値上げにも収入減にも負けない！
家計簿つけて賢く生きよう!!
家計簿初心者大歓迎！　家計簿のつけ方や SDGｓな
生活をご紹介します（個別対応可）。

※当日申込みも可。
    3F研修室303
    富山友の会
    090-9761-6383

要申込
ジェンダー平等は
選択的夫婦別姓から

結婚による「同姓強制」は、家制度、
家父長制、男尊女卑が背景にあり、
人権問題です。

    1Fエントランス
    選択的夫婦別姓を実現する会・富山
    選択的夫婦別姓の会・富山（ななの会）

1F
私たちをしばる
無意識の思いこみや偏見
―アンコンシャスバイアスって？
“普通”○○だから△△でなければ！  
こんな思い込みで自分と周りを苦しめ
ていませんか。

    1Fエントランス
    新日本婦人の会富山県本部
    076-482-5322       076-482-5327

1F
富山市男女共同参画
推進センターの事業紹介
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。

    1F展示コーナー
    富山市男女共同参画推進センター
    076-433-1760
    suishin-01@city.toyama.lg.jp

1F
推進員が行く！
～富山県男女共同参画推進員です～

男女共同参画推進のため、啓発チラ
シの作成や講演会の開催などの活動
を展開しています。

    1F展示コーナー
    富山県女性活躍推進課
    076-444-3257

1F

それを、真の名で
呼ぶならば
~自治体担当課名の変遷を追跡~
名は体を表すか？　男女共同参画推進
を担う課の名称と過去30年間を振り返
ります。

    1F エントランス
    MWF勉強会
    090-3295-4357（豊田）

1F

さわらび会の川柳

女性の川柳人口を増やし、いやしであ
る川柳発展の推進に力をそそいでおり
ます。

    1F図書室前
    川柳えんぴつ　さわらび会

1F

土６/25 13:00~14:30

茶道体験
ご自身で抹茶を点ててみませんか？　体験を通して
新しい発見をしましょう！

※道具等はこちらで用意いたします。
    3F 研修室 306
    茶道裏千家淡交会富山青年部
    090-5176-1188（山本）

土６/25 13:00~14:30

ジェンダー平等の社会をめざして
講演や話し合いを通じて、問題点を洗い出し解決に
向けた方向性を探ります。

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

要申込 土６/25 13:00~14:30
一緒にアロハ・ヒーリング・ヨガを
楽しみましょう
呼吸法や心と体に優しいヨガを一緒に学びます。自
分の体の声に耳を傾けてみましょう。

※女性の方対象です。お子様の参加はご相談下さい。先着12名。
    4F多目的スタジオ
    グループ女綱　~ストップDVとやま~
    naduna2000@yahoo.co.jp

要申込

日６/26 10:00~12:00
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
いじめ・誘拐・虐待…あらゆる暴力から自分を守る
人権教育プログラムを体験しませんか。

※おとな対象、子どもは参加できません。
    3F研修室303     富山CAP（キャップ）
 090-8093-8717（岸）
    toyamacap@gmail.com

日６/26 10:00~12:00

心の栄養の摂り方講座
心の栄養不足から生じるギスギスした人間関係をま
るく収める方法を学びあいます。

※当日申込みも可。
    3F研修室308     富山心理学を学ぶ会
    076-493-6187
    mouse@tompro.com

要申込

日６/26 10:00~12:00
フェミニストカウンセリングへの招待
―フェミトークしよう！―
安心な場で自由に気持ちを話しましょう。メンバー
に支えられて力を取戻してください。

※途中からの入室はご遠慮ください。
    3F研修室304
    一般社団法人ウィメンズカウンセリング富山
    080-3045-2176

日６/26 10:00~12:00
女性・子どものための
はじめての囲碁入門
囲碁はむずかしいと思われがちですが、わかりやす
く女性講師がお教えします。

※用具の準備のため、事前に連絡をお願いします。
    3F大会議室　    日本棋院富山県支部連合会
    090-1390-1726（たかまさ）／
0766-24-1555（囲碁サロン「とんぼ」）

要申込

日６/26 10:00~12:00
印象吟川柳を詠みましょう
~ジェンダー論の視点から~
「男と女」をテーマに据えてイメージをふくらませ、
五七五の川柳を詠みます。

※B以上の鉛筆と消しゴム、国語辞典（電子辞書可）を持参。
    3F研修室307
    印象吟句会北斗
    076-437-6126／ 090-1315-4329

要申込

日６/26 13:30~15:30
誰ひとり取り残さない超高齢社会を
―介護現場からの報告―
ケアする人、される人も安心のジェンダー平等社会
に向け、声をあげよう。

    3F研修室303
    Ｉ女性会議富山県本部、シャキット富山35
    090-6273-4136

日６/26 13:30~15:30
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
「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、出し方を振返ります。

※当日申込みも可。
    3F研修室304
    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

要申込 日６/26 13:30~15:30

シングルママの語り合い
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。

※飲み物持参。お子さまづれの場合、おもちゃ持参。
    3F研修室307
    NPO法人えがおプロジェクト
    egao.toyama@gmail.com

要申込 日６/26 13:30~15:30
親子の「いいね！」を引き出す
ワークショップ
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！

※小学生親子対象。先着５組。筆記用具持参。
    4F和室
    結生の家
    yuuki.no.home@gmail.com（柴田）

要申込

土６/25 10:00~11:30

家族で作る健康な食卓
誰もが作りやすい料理レシピを無料で配布します。
食事と栄養の疑問にお答えします。

    2F調理実習室
    （公社）富山県栄養士会地域活動事業部
    090-2036-3069（笠間）

土６/25 10:00~11:30
「誰か」のこと　じゃない
―育てよう一人一人の人権意識―
「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。

    3F研修室302
    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

ジェンダー
と社会

子育て・
教育
福祉

国際関係
表現・文化
その他

安全・
安心な
暮らし

からだ
心、性

肌の色と「ツヤ」
「透明感」との関係

女性が心身共に健康で社会で活躍する
為のヒントを紹介します。

    1F図書室前
    色まなびの会
    iromanabi@gmail.com

1F
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。

    1F図書室前
    公益財団法人ラボ国際交流センター
    北陸地域会

1F
自分を元気に！
ストロークを意識しましょう
ストロークとは人とのふれあい。元気
の源です。自分の元気の源について
考えましょう。

    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

1F

訪問看護啓発コーナー

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

    1Fエントランス
    公益社団法人富山県看護協会
    富山県訪問看護総合支援センター
    076-431-0230       076-431-0227

1F
サスティナブルファッション
～これからのファッションを
持続可能に～
男女共に、衣服の生産・着用・廃棄
に至る環境負荷を考慮してファッション
を見直そう！

    1Fエントランス
    富山県消費者協会
    076-432-5690 076-432-5693

1F

ジェンダー平等の
社会を目指して

日頃の活動の中から感じたこと、課題
などについて展示します。

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

2F

あなたのそばに助産師がいます
いつでも気軽に
声をかけてください。
妊婦や母子、その家族ばかりではなく、
女性の生涯により添う助産師の活動を
紹介します。

    2F通路
    一般社団法人富山県助産師会

2F

五感を震わす体験を
～森のようちえん  まめでっぽう～

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。

    2F通路
    森のようちえん　まめでっぽう
    mamedeppo@gmail.com

2F

色育（いろいく）って
なあに？

色を用いて「集中力・想像力・コミュ
ニケーション力」を育んでいく秘密を
大公開！

    2F通路        北陸色育会
    080-4256-8846（神田）
    eclat.mk@gmail.com

2F

良書をすすめる会  活動紹介
大人も児童書を読んでみよう！

現代の社会問題を取り上げつつ、未
来への希望に満ちた児童書は大人に
もおすすめです。

    2F通路
    良書をすすめる会
    090-2033-4917（内山）

2F

凸凹キッズの世界を
見つめてみよう

「凸凹キッズの会」の活動や当事者家
族の想いを紹介。共感の輪が広がり
ますように。

    2F通路
    結生の家
    yuuki.no.home@gmail.com

2F

中高年者の安全登山

男女ほぼ同数の本会、四季折々の自
然の中で過ごす時間は、心身ともにリ
フレッシュ！

    1F図書室前
    高志山の会
    076-422-6870（事務局長）

1F
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
あらゆる暴力から子どもが自分で自分
を守る CAP プログラムの種類と県内
での活動を報告します。

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

2F

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
山菜の測定結果や昨年始動した「土壌
プロジェクト」の経過報告を展示します。

    1Fエントランス
    とやま市民放射能測定室はかるっチャ
    080-3044-2521（青木）
    090-4687-3766（道永）

1F

展示テーマ

男女の「仕事」と「育児」の
両立のために

法改正により、男性の育児休業が取
得しやすくなります！
（取得要件が緩和されます。）

1F

    1F展示コーナー
    富山労働局雇用環境・均等室
    076-432-2740


