2018 フェスティバルあい ミニイベント
第３次 男女共同参画プラン・とくしまの基本理念である「だれもが人として心豊かに生きることが
できる男女共同参画社会の創造」を目指して実施する男女共同参画社会づくり啓発イベントです。

フェスティバル
あいとは

●女性人権セミナー

11月

7日水

女性や子どもたちの人権が尊重される
社会を目指して ～「誕生学」の実践から～

徳島県女性協議会

11月

10日土

●防災講演を通じて要約筆記 11月
を学ぶ パートⅡ ～防災の意
識を高め災害弱者支援を考える～

徳島県筆記通訳者協会

徳島支部ペンライト

10日土

参加
無料

●明治から現代に活躍した女
性作家の作品を読む
朗読サークル「胡桃」

年代別に、サークルの各メンバーがお気に入りの作家の作品を推
薦し、その人の人生を簡単に紹介して読んでみる。日頃、家事に
忙しい女性も時には人前で輝ける時間を持つことを考えたい。

女性に関わる様々な人権問題について弁護士から学ぶセミナー
です。今回は、女性や子どもたちの人権が尊重される社会につ
いて、「誕生学」の実践から学びます。
●講
師／仙頭 真希子さん（弁護士・せんとう法律事務所）
●開催時間／10:30～12:00
●対
象／一般市民、女性の人権に関心のある人
●問い合わせ先／徳島県女性協議会 事務局
岩木 順子 (TEL・FAX 698-5418)
e-mail：junko-12@galaxy.ocn.ne.jp
シビックセンター 活動室2（4階）

防災講演を通じ、聴覚障がい者等災害弱者に伝達したいことを
文字で伝える要約筆記を体験していただき、避難所等で文字情
報提供者としてどのように関わっていけばいいか一緒に考えて
●開催時間／14:00～16:00
みませんか。
象／どなたでもご参加ください。
●講
師／湯浅 恭史さん（徳島大学 環境防災研究センター） ●対
●問い合わせ先／朗読サークル「胡桃」
●開催時間／9:30～12:00
松尾（TEL 642-0451）
●対
象／障がい者福祉に興味があり活動してみたい方
●問い合わせ先／徳島県筆記通訳者協会 徳島支部ペンライト
新井 和恵（TEL・FAX 625-0569）
ふれあい健康館 第3会議室（2階）
シビックセンター 活動室3（4階）

11月

11月

10日土～
11日日

●折り紙作品展

15日木

日本折紙協会徳島支部「藍の香」
サークルさくら

2グループの日頃の創作活動の成果を発表します。折り紙、和
紙などで色彩、模様、形など工夫した作品を通じて紙のぬくも
りを感じてください。※体験コーナーも設けています。
●開催時間／10日11:00～16:00・11日10:00～16:00
●対
象／どなたでもご参加ください。
●問い合わせ先／日本折紙協会徳島支部「藍の香」
山西（TEL 090-1579-9379）
サークルさくら 藤原（TEL 668-6263）
シビックセンター

11月

18日日

●リラクゼーション・ヨガ
連合徳島中央地域協議会女性委員会

毎年開催していますが、今年は夜間開催となります。仕事や子
育て介護でお疲れの方、身体をほぐしてリラックスしませんか？
心と身体を開放し、明日への活力を養いましょう!!
●講

師／阿部 ひとみさん（日本ルーシーダットン普及連盟
認定インストラクター）
●開催時間／18:00～19:00
●対
象／どなたでもご参加ください。（要申込）
●問い合わせ先／板東（TEL 623-4105 FAX 678-4177）
e-mail:cyuou-tikyo@tokushima.jtuc-rengo.jp

ギャラリー B（3階）

●＃Me Too もう我慢しない・女性への暴力

～セクハラ・DV・性暴力とジェンダー～

ストップDV・サポートの会
地域支援ネット そよ風

ふれあい健康館

●母娘かんけい

11月

18日日

活動室3（4階）

アミコ

～母と娘のよりよいつきあい方～

CAPとくしま、「子どもの性」を学ぶ会、
母娘かんけいを考える会

●講演「あなたも狙われている！特殊詐 11月
●第九 永遠なり
欺や消費者トラブルの現状と予防法」
＆佐野洋子さんのことば
祝
23日金●
朗読かたりの会「風」
22日木 徳島市消費者協会

後を絶たない架空請求や還付金詐欺などの特殊詐欺、また、高齢
者が巻き込まれやすい消費者トラブルについて、その巧妙な手口
や販売方法と被害にあわないための注意点について。
●講
師／前山 祐一さん（徳島市消費生活センター所長）
●開催時間 13:30～15:00
●対
象／どなたでもご参加ください。（定員40人）
●問い合わせ先／徳島市消費者協会
（TEL 625-7555 月・水・金11:00～15:00）
シビックセンター

11月

祝
23日金●

～ 25日日

シビックセンター

●第17回「絵で伝えよう！わた 11月
しの町のたからもの」絵画展

25日日

活動室4（4階）

女性への暴力根絶をめざす徳島ネットワーク
自己表現学習会

●開催時間／9:30～16:00（25日は12:00まで）
●対
象／どなたでもご参加ください。

●講
師／谷川 由紀さん（高松太田社労士事務所代表）
●開催時間／13:30～16:00
●対
象／どなたでもご参加ください。（要申込）
●問い合わせ先／日下（TEL 080-3168-4452）
アミコ

藍場浜
公園

新町川

R192

エンゼルランプ

●講
師／上地 大三郎さん（弁護士・徳島弁護士会所属）
●開催時間／10:30～12:00
●対
象／一般市民、テーマに関心のある人
●問い合わせ先／女性と子どもの人権を守るエンゼルランプ
代表 上地 大三郎
（TEL 626-9826 FAX 626-9827）
アミコ

ミーティングルーム（アミコビル南側2階）

●講演「アメリカはどうなる
～中間選挙の結果を受けて～」

11月

23

アミコ

ミーティングルーム（アミコビル南側2階）

至徳島
●ホテル
御座船入江川
55

徳島文理大学
●
●コンビニ 美容院●
文理大西口
バス停

JR徳島駅

バスターミナル

あわぎんホール

女性と子どもの人権を守る

離婚・DV・子どもの問題について、女性と子どもの人権に関わっ
ている専門の弁護士と語り合います。皆様の質問にわかりやす
くお答えします。

ミーティングルーム（アミコビル南側2階）

JR徳島駅

そごう
アミコ 徳島店

21日水

●弁護士と語る、離婚・DV・
子どもの問題

R

あなたは怒りを感じた時にどうしていますか？すぐにキレたり、
怒りを溜め込んだり、他の人（物）にあたったりして、後悔し
ていませんか？怒りをコントロールして、イライラを解消しま
しょう！

きっかけ空間（1階）

11月

ミーティングルーム（アミコビル南側2階）

●後悔しない！ 怒りのとりあ
つかい方

この絵画展は、県内の小・中学生が地域の自然や文化等、次の
世代に伝え残しておきたいものを絵にし、その思いを伝える取
り組みです。約120点の優秀作品を展示します。なお、23日
10時から表彰式を行います。

ふれあい健康館

アミコ

祝 FANの会、徳島市男女共同参画連絡会“チャ
日金●
レンジ”、徳島県男女共同参画リーダー連絡
経験したことのないことがあちこちで起こっています。 私たちは
会東部地域、男女共同参画社会をすすめる会
何をすればいいのでしょう。何ができるのでしょう。子どもたちに
伝えなくてはいけないことは何でしょう。朗読を通して言葉と声で 「トランプ劇場」と言われるほど、その発言はアメリカ社会や世
お届けします。
界に大きな波紋を起こしてきました。11月の中間選挙ではこれ
までの政権運営に対する審判がくだされます。結果を専門家は
●講
師／岩瀬 弥永子さん（NPO日本朗読文化協会講師）
どう見る？
●開催時間／10:30～12:00
●講
師／庄司 香さん（学習院大学法学部政治学科教授）
●対
象／どなたでもご参加ください。
●開催時間／14:00～16:00
●問い合わせ先／岩瀬 弥永子（TEL 655-0735）
●対
象／どなたでもご参加ください。
●問い合わせ先／高開 千代子（TEL 662-4678）

活動室3（4階）

徳島ユネスコ協会

アイ女性会議徳島支部

●講
師／高橋 玉美さん（三好市議会議員）
●開催時間／13:30～15:30
●対
象／どなたでもご参加ください。
●問い合わせ先／アイ女性会議徳島支部
（TEL 090-5146-5065）

ミーティングルーム（アミコビル南側2階）

11月

徳島県消費者大学校OB会徳島市支部

17日土

●「政治分野における男女共同
参画推進法」を読む

国政選挙などで男女の候補者数をできる限り均等にする努力義
務を政党や政治団体に課す「政治分野における男女共同参画推
進法」がようやく成立しました。みんなで一緒に条文を読んで
みましょう。

ホール（1階）

第９弾

女性がのびのび生きるために必要な知恵。 知っておきたいジェン
好評につき9年連続開催。毎回新しい気づきがあります。具体的
ダーを背景とする女性への暴力の講座。もう我慢しないと動き出し
た女性たちへの連帯を込めて。おしゃべりタイムも予定しています。 なエピソード満載、関係がよくなるヒントがたくさん…初めての方
も大歓迎。徳島では他にはない講座です。朗読も初披露します。
●講
師／河野 和代さん（フェミニストカウンセラー・ウィ
メンズカウンセリング徳島代表）
●講
師／加藤 伊都子さん（フェミニストカウンセラー・
●開催時間／10:30～12:30
親業訓練インストラクター）
●対
象／どなたでもご参加ください。
●開催時間／14:00～16:30
定員40人（先着順、申込不要）
●問い合わせ先／ストップDV・サポートの会
●対
象／どなたでもご参加ください。（要申込）
（TEL 070-5680-3822）
●問い合わせ先／日下（TEL 080-3163-4542）
地域支援ネット そよ風（TEL 654-1225）

シビックセンター

11月

バスターミナル

シビックセンター

アミコ

そごう
徳島店

ハンバーガー
ショップ●

山城公園

至小松島

R192

アミコミーティングルーム

ふれあい健康館
バス停

ふれあい健康館

