
2017年11月18日（土）　ウィルあいち

ウィルあいちフェスタ2017

今年のフェスタもイベント盛りだくさん！！

公益財団法人あいち男女共同参画財団  企画協働課

〒461-0016 愛知県名古屋市東区上竪杉町1番地 

■地下鉄名城線「市役所」駅2番出口東へ徒歩約１０分
■名鉄瀬戸線「東大手」駅南へ徒歩約１０分
■基幹バス、名鉄バス「市役所」下車東へ徒歩約１０分
■市バス幹名駅1「市政資料館南」下車北へ徒歩約５分

※駐車台数に限りがありますので、ご来場の際は
　なるべく公共交通機関をご利用ください。
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①“レッツ♪着物レッスン” ～着物体験と着付講習会～

あいち女性連携フォーラム 2017

②あいち女性面白マップ２０１7

③語り聴く物語の世界  ―ピピンの秋のおはなし会－

⑳不調を取り除き、キレイになろう
　（その道のスペシャリストが悩みを解決する）

㉑リラックス＆健康体操
　腰肩などの痛みを取る健康体操を覚えよう

④「知っているようで知らない  名古屋城」
　～本丸御殿、天守閣木造復元～

⑬ストーリーテリング  聞いて楽しむおはなしの世界

⑮立体お面・プラバングッズ作って楽しむ護身術  ～子猫をまねて、お腹の底から“ＮＯ”～

⑯オカリナコンサート

⑭健康お笑い寄席　落語・漫談・マジック
　オカリナ＆ピアノ・三味線風刺数え歌

⑰井戸端会議からの出発Ⅲ
　女性の力を地域に生かそう！

⑨Ｅｎｊｏｙセカンドライフ（ロングステイの情報交換と交流）  ⑩1人で悩まないで！筋腫・内膜症・卵巣のう腫・腺筋症、
　子宮の病気共に考えましょう

⑥男女共同参画「自分探し」コーナー

⑪スコーレ　家庭教育セミナー
　『イライラママからニコニコママへ』

⑦「自分らしさを活かし、より輝く秘訣」ワークショップ
⑧心の男性性と女性性
　～バランスを整えて、幸せな成功を目指そう！～

⑫人間らしく働きたい！わたしたちのディーセント・ワーク宣言

⑤無料（女性）♥婚活応援交流会♥
　Ａ.未婚者同士の交流会　Ｂ.親同士の交流会

⑱面会交流
　子の健やかな成長のために親のすべきこと

⑲～子どもたちは、いま～
　映画『さとにきたらええやん』上映
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■FAX: (052)962-2477
■E-mail: kikaku@aichi-dks.or.jp
■HP: http://www.aichi-dks.or.jp☎ (052)962-2512

交通のご案内

タイムスケジュール

男女共同参画社会の実現に向けて活動をする団体が企画した展示や
ワークショップなど、21のバラエティーに富んだ企画が目白押しです。



6 男女共同参画「自分探し」コーナー

時間 会場 参加費 予約不要

■ ウィルあいち交流ネット　■ Tel:052-962-2512

10:00～15:00 会議室７ 500円

手相を色んな観点から鑑定してもらうことで、自分らしい生き方を探しましょう。

あいち女性連携フォーラム2017
コロンえりか／わたしが歩いてきた道
～「被爆のマリア」を歌う～

時間 参加費

■ あいち女性連携フォーラム
■ Tel:052-962-2512　■ E-mail:kikaku@aichi-dks.or.jp

13:00～14:45（開場12:30） ウィルホール 1,000円

第１部　13:00～13:50  チャリティーコンサート
第2部　14:05～14:45  講演

会場

ウィルあいち
フェスタイベント

紹 介

イベント名

時間

グループ名

会場

イベント内容
特記事項

※メールアドレスの数字はすべて半角です。

参加費・条件

申込先
問合先・担当

イベント種別

事前申込の
要・不要

イベント種別
講座・
講習会

その他（展示・上映会・相談・
交流会・ワークショップ等）発表会

1 “レッツ♪着物レッスン”
～着物体験と着付講習会～

時間 会場 参加費 予約不要

■ 愛知県職員着付クラブ　■ Tel:090-7434-0835

13:00～15:30 和室１・２ 無料

秋の装いに着物がお勧め！「着物を着てみたい」あなたにお好きな着物をお着せします。「自
分で着たい」あなたにわかりやすく講習します。見学も大歓迎！老若男女、着物好きな方、ど
うぞお越しください。 ※着物一式レンタル可。男性は事前に御連絡ください。

予約不要会場 参加費会議室１ 無料

2 あいち女性面白マップ2017

時間

■ ＮＰＯ法人ウィル２１フォーラム　

10:00～16:00

愛知県内市町村の女性開発指標を作り、ランキングにします。実際に指標とするのは、女性
議員数、議員率、女性を含む審議会等機関率、女性委員率です。また、国連や世界経済フォー
ラムが示す各国のジェンダー比較を展示します。

8 心の男性性と女性性
～バランスを整えて、幸せな成功を目指そう！～

時間 参加費

■ 東海地区MFBの会　■ E-mail:yokoi.nm.akiko@gmail.com（横井晃子）

13:30～16:30 会場 セミナールーム3 500円

男性性と女性性とは、例えば行動することと感じることのように、男性にも女性にも両方
が備わったものです。そのバランスを整えることで、自然に幸せな成功へと導かれます。
ワークを通じて一緒に見つめてみませんか？
※筆記具持参。資料準備の関係上、事前に御連絡いただけると助かります。

3 語り聴く物語の世界
－ピピンの秋のおはなし会－

時間 会場 参加費 予約不要

■ おはなしピピンの会

10:00～11:30 会議室３ 無料

日本をはじめ、世界の国々に伝わる昔話や物語を、生の声で語る－ストーリーテリング－
のおはなし会です。晩秋のひととき、想像の翼を広げて、ご一緒におはなしの世界をお楽し
みください。

4 「知っているようで知らない 名古屋城」
～本丸御殿、天守閣木造復元～　

時間 会場 参加費

■ 愛知県モラロジー女性クラブ　■ Tel:0587-54-2360（野津公子）

14:00～16:00 会議室４ 無料

城郭建築として国宝第１号の指定を受けていた名古屋城は、戦災により焼失した本丸御殿
の復元に続き、天守閣の木造復元を目指しています。“名古屋城ガイドボランティア”の山田
健太郎氏（名古屋大学名誉教授）より興味深いお話をお聴きします。

5 無料（女性）♥婚活応援交流会♥
Ａ.未婚者同士の交流会  Ｂ.親同士の交流会

予約不要

予約不要

■ NPO縁結び四つ葉親の会　■ Tel:052-833-7466
■ 申込先 HP:http://www.yotubaoya.com/

A 未婚者同士の交流会は１対１のほっこりトーク、楽しいフリータイムと希望の方とのメール交換。
B 親同士の交流会は気楽に我が子のＰＲ、お見合い写真の閲覧タイム、希望の方との身上書と写真を交換。
※身分証明のコピー１部とスナップ写真１部持参 ※交換用のお子さんの身上書・写真を８セット位持参

13 ストーリーテリング
聞いて楽しむおはなしの世界

時間 会場

■ おはなし会コスモス

14:00～15:30 セミナールーム６ 参加費 無料

参加費 無料

絵本や紙芝居などを用いずに、言葉だけで昔話や創作のおはなしを届けます。心を込めて
語られるおはなしに耳を傾け、想像の世界に遊んで見ませんか。お子さんはもちろん、大人
の方にも楽しんでいただけます。

6 男女共同参画　「自分探し」コーナー

時間 会場 参加費

要予約

要予約

■ ウィルあいち交流ネット　■ Tel:052-962-2512

10:00～15:00 会議室７ 600円

時間 会場13:30～16:00 会議室５・６ 参加費 女性：無料
男性：有料

手相を色んな観点から鑑定してもらうことで、自分らしい生き方を探しましょう。

19 ～子どもたちは、いま～
映画『さとにきたらええやん』上映

時間 会場

■ 愛知県商工団体連合会婦人部協議会　■ E-mail:fwis8941@gol.com
■ Tel:052-679-6911（愛知県商工団体連合会）

13:30～16:00 視聴覚ルーム 参加費 500円

映画『さとにきたらええやん』を上映。その後、私たちに何ができるのか、とりわけ自営業者
が何ができるのか、子ども食堂の報告など、交流、意見交換を行います。 
※どなたでも可。定員になり次第締め切ります。

9 Ｅｎｊｏｙセカンドライフ
（ロングステイの情報交換と交流）

時間 参加費 予約不要

■ NPO法人南国暮らしの会　東海支部
■ Tel:090-9129-5548（支部長 高島恵） ■ E-mail:kankei@outlook.com

9:00～12:00 会場 セミナールーム４ 無料

退職後の時間の過ごし方の一つとして、ロングステイの情報の共有と発信による、仲間作り
を実践している南国暮らしの会の紹介。開放展示・ホームページ紹介・会員の記録写真等、
紹介及びロングステイの相談会。

10 １人で悩まないで！筋腫・内膜症・卵巣のう腫・
腺筋症、子宮の病気 共に考えましょう

時間 会場 参加費

■ 子宮筋腫・内膜症体験者の会 たんぽぽ ■ E-mail:shg@tampopo-org.com
■ HP:http://www.tampopo-org.com/

13:30～16:30 セミナールーム４ 100円

子宮や卵巣の病気について自由におしゃべりしたり、ホルモン療法の最新事情についてのセミナー記
録も上映。体験者の会が持つ経験を活かし、医療とのつき合い方、治療法等あなたの自己決定を助けま
す。出入自由 ※各イベントによっては参加条件があります。ＨＰでご確認、またはお問い合わせください。

11 スコーレ　家庭教育セミナー
『イライラママからニコニコママへ』

時間 会場 参加費

予約不要

■ 公益社団法人スコーレ家庭教育振興協会　■ E-mail:tokai@schole.org
■ Tel:090-3382-8978（藤井）

10:00～11:30 セミナールーム５ 無料

いつも笑顔でいてあげたいのに、子どもに振り回されてイライラしてしまうことはありませ
んか？お子さんの困った行動への対処方法を知り、『ニコニコママでいられる方法』を学ん
でみませんか。子育てが楽しくなります。 （個別相談会あり）

12 人間らしく働きたい！
わたしたちのディーセント・ワーク宣言

時間 会場 参加費

■ NPO法人参画プラネット　■ E-mail:sankaku@comet.ocn.ne.jp
■ Tel:052-203-5171（ＮＰＯ法人参画プラネット事務局）

9:30～11:45 セミナールーム６ 500円

ワークルール（労働法）そしてディーセント・ワークの概念を学ぶ基調講演（講師：渋谷典子）
と、ディーセント・ワーク実現のための「２４の課題」を基にワークショップを実施。課題を共
有し解決に向けてアクションへ！

14 健康お笑い寄席　落語･漫談･マジック
オカリナ＆ピアノ・三味線風刺数え歌

時間 予約不要

予約不要

■ 励ますSUN笑会

13:00～16:00 会場 特別会議室

司会：殿まさと  オカリナ＆ピアノ：Tシスターズ＆麦酒  健康漫談：Ｄｒ、ほら吹き
マジック：インチキン  三味線風刺数え歌：もんぜん亭ぴりっと
落語：津島家寿芸虫  落語：ねむ亭安楽

7 自分らしさを活かし、より輝く秘訣」
ワークショップ

時間 会場 参加費 予約不要

■ team happy ‒ happy　
■ E-mail:team.happyhappy.info@gmail.com

9:30～12:00 セミナールーム３ 無料

ワクワクしながら日々生きていますか？自分らしく生きることを忘れがちな現在、“自分が
より輝く秘訣”をお伝えします。簡単なシートでチェックしながら一緒に楽しみましょう！
どなたでも気軽にご参加いただけます。

15 立体お面・プラバングッズ作って楽しむ護身術
～子猫をまねて、お腹の底から“ＮＯ”～

時間 会場

予約不要
■ 女子と男子の心と体  ■ Tel:090-4460-3942 カフェルふみこ（セラピスト）
■ E-mail:fumiko.caffall@gmail.com

10:00～16:00 創作スタジオ 参加費 400円（材料費）

人目を気にせず自由に塗ろう白お面。やってるうちに楽しくなる。プラバンバッチで痴漢よ
け。その勢いでなりきろう。子猫だって威嚇する。体の大きさじゃないんだ。笑いも英語も護
身術。知恵を合わせてやってみよう。 ※子ども～大人

16 オカリナコンサート

時間 会場 参加費 予約不要

予約不要

予約不要

■ 中部オカリーナ協会

9:40～11:30 音楽スタジオ 無料

参加費 無料

参加費 無料

「中部オカリーナ協会」所属の会員によるコンサート。

17 井戸端会議からの出発Ⅲ
女性の力を地域に生かそう！

時間 会場

■ 地域開発みちの会

10:00～11:50 セミナールーム１・２

地域活動・避難所運営・起業などの話題を提供してもらい、５～６人のグループに分かれて、
議員と市民が身近な問題をともに話し合い政策に反映していく。

18 面会交流
子の健やかな成長のために親のすべきこと

時間 会場

■ 公益社団法人家庭問題情報センター名古屋ファミリー相談室（FPIC）面会交流部
■ Tel:090-4466-0579（山口）

9:30～11:30 視聴覚ルーム

面会交流は、両親の離婚で傷ついている子どもに、共に暮らせなくても愛情を伝えることが
できる最善の方法です。本講座は面会交流についてパワーポイントによる説明・パネル展示
を行い、相談コーナーも設けています。 ※見学のみでも可

20 不調を取り除きキレイになろう
（その道のスペシャリストが悩みを解決する）

時間

参加費

予約不要

予約不要

■ 健康促進会

13:00～15:00 会場 フィットネススタジオ１

無料

参加費 無料

筋肉をゆるめて体のゆがみ等を取り除き、健康で美しい体を作る方法を学び、セルフケア
ができるように講師が指導します。終了後、希望者には無料で、小顔・バストアップ・ヒップ
アップ等の施術をします。

21 リラックス＆健康体操
腰肩などの痛みを取る健康体操を覚えよう

時間 会場

■ リラックス・プラス（特定非営利活動法人JDP後援）
■ Tel:052-961-9508（佐藤）

9:30～11:30 フィットネススタジオ２
腰痛、膝の痛み等でお困りの方、またいろいろ治療をしても治らないとお悩みの方は、ぜひ
お越しください。身体の歪みを直すことで、その大部分は解消されます。歪みを直す健康体
操を覚えて、元気にお過ごしください。

満1歳半から就学前までのお子さんを、お預かりします。
ただし、当日身体の調子の悪い（発熱・感染症疾患等）お子さんはお預かりできません。
10月13日（金）までに、電話で予約してください。託児費用は無料です。

要予約

（当日参加も可）

要予約
（当日参加も可）

要予約


