ウィルあいちフェスタ 2018
11月17日（土） ウィルあいち

2018年

（名古屋市東区上竪杉町1番地）

今年のフェスタもイベント盛りだくさん！
！
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、25のバラエティーに富んだ企画が目白押しです。

ウィルあいち
フェスタ

イベント
紹介

イベント種別

講座・
講習会

1

発表会

その他（展示・上映会・相談・
交流会・ワークショップ等）

〜着物体験と着付講習会〜

■ 愛知県職員着付クラブ ■ Tel:090-7434-0835（伊藤）
会場 和室１・２

参加費 無料

予約不要

着物は丁寧な装いです。
美しく着こなして大人の装いを楽しみましょう！あなたにお好きな
着物をお着せします「
。自分で着たい」
あなたにはわかりやすく講習します。
見学も大歓迎！老
若男女、
着物好きな方お越し下さい。
※着物一式レンタル可。
男性は事前に御連絡ください。
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恋愛結婚♡応援会(女性の方無料)未婚者同士と
未婚の子を持つ親同士との入替交流会

■ ＮＰＯ縁結び四つ葉親の会「愛知県が実施するあいち結婚サポート事業の登録団体」
要予約
■ Tel:052-833-7466 ■ HP:http：//ｗｗｗ.yotubaoya.com/
会場 大会議室
参加費 男性 3,000円
時間 13：00〜16：00
女性 無料
未婚者同士は1対1のほっこりトーク。
親同士は気楽に我が子のPR。
無料で歴代参加者の
写真付身上書を閲覧の上、
希望の方を御紹介します。
コーヒーチケット(千円)を女性の方の
みプレゼント。
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■ ＮＰＯ法人ウィル21フォーラム
会場 会議室1

参加費 無料

予約不要

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。
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(ロングステイの情報交換と交流)

時間 9:10〜12:00

東海支部

会場 会議室3

参加費 無料

予約不要

退職後の人生を豊かに過ごす方法の一つとして、
ロングステイの情報交換と仲間作りを実
践している南国暮らしの会の紹介。
ホームページ紹介・会報・会員の記録写真紹介及びロ
ングステイの相談会。
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子供と考える命・暴力・護身法
（前半）
(性)暴力被害のためのセラピー
（後半）

■ 女子と男子の心と体 ■ Tel:090-4460-3942（カフェルふみ子）
■ E-mail:fumiko.caﬀall@gmail.com
予約不要
前半・後半
前半13:15〜14:45
時間
会場 会議室3 参加費
大人１人1,000円ずつ
後半14:45〜16:15

前半は思春期に子供が心と体の不安を親と自然に話せるよう、
幼少期からそのきっかけを作って
いきます。
後半はあらゆる暴力から立ち直り客観的になれるよう米国の心理療法施術などを駆使
※どなたでも参加できます。
動ける服装で、
水を持ってきてください。
してサポートしていきます。

6

スコーレ子育て相談室

〜楽しい子育ての秘訣・一人で悩んでいませんか〜

■ 公益社団法人スコーレ家庭教育振興協会
■ Tel:090-3382-8978（藤井）
時間 10:00〜11:30

会場 会議室4

愛知中央Bスクール
参加費 無料

予約不要

子育てに悩む保護者の方のための個別カウンセリング。
不登校やいじめの問題、
嫁姑・夫婦
のあり方、
健康問題などについて、
カウンセラーから的確なアドバイスが受けられます。

9

手相占い

イベント種別

〜新たな一歩をふみだしませんか？〜

申込先
問合先・担当
参加費・条件

■ ウィルあいち交流ネット
■ Tel:090-8152-8643（金森）
時間 10:00〜15:00

会場 会議室６

参加費 600円

予約不要

小野愛幸先生による手相占い。
どなたでも見ていただけます。
交流の場としてカフェもあり
ます。
パネル展示、
４コママンガを考えたり、
ネットワークを作ったり、
楽しく男女共同参画を
啓発します。

事前申込の
要・不要

※メールアドレスの数字はすべて半角です。

はばたけ女性経営者・共同経営者
= 女性起業家交流会 =

■ 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婦人部）
時間 13:30〜15:30

会場 会議室4

参加費 無料

予約不要

自分でお店を経営、
パートナーと共同で経営など、
女性経営者・共同経営者の皆さん、
交流
しませんか。
また、
起業を考えている方も先輩の話を聞いてみませんか。
ネイル、
マッサージ
などの体験も予定！
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再婚希望者＆理解者限定パーティー

〜共感できる相手と、今度こそ素敵な人生を〜

■ TeToTe758 ■ 公式サイトからお申込みください。
時間 14:00〜16:00

会場 会議室5

参加費 無料

要予約

【結婚歴がある方】
または【御理解頂ける方】
といったオトナの男女を対象にしたパー
ティーを実施いたします。気軽に、でも真面目に御参加ください。詳しくはウェブで。
「TeToTe７５８」
で検索！
※
「離婚予定者」
は不可。
男女ともに、
現在独身社会人であること。

手相占い

〜新たな一歩をふみだしませんか？〜

■ ウィルあいち交流ネット
■ Tel:090-8152-8643（金森）
時間 10:00〜15:00

会場 会議室６

参加費 600円

予約不要

小野愛幸先生による手相占い。
どなたでも見ていただけます。
交流の場としてカフェもあり
ます。
パネル展示、
４コママンガを考えたり、
ネットワークを作ったり、
楽しく男女共同参画を
啓発します。
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Enjoy！セカンドライフ

■ ＮＰＯ法人南国暮らしの会

時間
会場
イベント内容
特記事項

9

あいち女性面白マップ2018

時間 10:00〜16:00

グループ名

7

着物で
「大人の装い」
を

時間 13:00〜15:30

イベント名

あなたの起業の一歩を応援！

〜まずはここからはじめてみよう〜

■ Myスタイル起業/東海3県女性起業家等支援ネットワーク事務局(学び舎mom㈱)
■ Tel:052-990-7440（Myスタイル起業事務局）■ E-mail:chubunetwork@manabiyamom.com
時間 10:00〜16:00 会場 会議室7 参加費 無料 一部有料(1,000円程度)
ワタシル診断の実施(結果シートのお渡し＆ミニ解説付き)、
女性の起業について気軽に相談できる
相談ブース
「Myスタイル起業café」
を開設。
起業を目指す女性がトライアル出展するチャレンジブー
スを設置します。
※どなたでも入場可。
一部、
要申込あり。
参加対象が女性限定のコーナ−あり。
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整膚 で健康づくり！！
美と健康そして病気の予防

■ 特定非営利活動法人ホロス健康センター ■ E-mail:npo.horosu@gmail.com
■ Tel:052-981-2846（ホロス健康センター）
時間 10:30〜15:30

会場 セミナールーム3

参加費 無料

予約不要

整膚は、
皮膚を自分の指で軽く引っ張るという方法です。
血液の循環を良くし、
内臓に良い
刺激を与え、
美と健康、
そして病気の予防に役立ちます。
自分自身の健康管理のために、
是
※見学のみでも可
非御参加ください。
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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

■ 子宮筋腫・内膜症体験者の会 たんぽぽ
■ HP:http://www.tampopo-org.com/
時間 10:00〜16:30 会場 セミナールーム4

参加費 100円 予約不要

子宮や卵巣の病気について自由におしゃべりしたり、
筋腫・内膜症・腺筋症についてのセミナー記
録ビデオも上映。
体験者の会が持つ経験を活かし、
医療との付き合い方、
治療法等あなたの自己
ＨＰで御確認ください。
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。
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井戸端会議Part4

「子どもの貧困〜わたしたちの周りでは〜」

■ 地域開発みちの会 ■ Tel:052-892-9258（阪野信子）
時間 10:00〜11:50

会場 セミナールーム5

参加費 無料

要予約

現在、
社会問題となっていてマスコミに取り上げられる
「子どもの貧困」
について、
現状を知
り、
問題となっている点をワークショップ形式で話し合う。
まず話題提供者が問題を投げか
けたあと、
参加者が問題を共有する。
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女性のキャリアは複線型！

〜21世紀は単線型キャリアから複線型へ

■ 特定非営利活動法人参画プラネット ■ E-mail:sankaku@comet.ocn.ne.jp
■ Tel:052-203-5171（参画プラネット事務局）
時間 14:00〜16:00

会場 セミナールーム5 参加費 500円 予約不要

マルチステージ時代の人生！単線型ではなく複線型のキャリア構築が必須です。
基調講演
で複線型キャリアとは何かを考え、
座談会で一人ひとりの展望を語り合います。
講師 重原惇子 キャリアコンサルティング技能士2級
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語り聴く物語の世界

−ピピンの秋のおはなし会−

■ おはなしピピンの会
時間 10:00〜11:30

会場 セミナールーム6 参加費 無料

予約不要

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、
御一緒におはなしの世界をお楽し
み下さい。
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ストーリーテリング

■ おはなし会コスモス
会場 セミナールーム6 参加費 無料

予約不要

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。
心をこめて
語られるおはなしに耳を傾け、
想像の世界に遊んでみませんか。
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。
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健康お笑い寄席 落語・漫談・マジック・音曲漫才・
三味語り・幇間芸・オカリナ・ハモニカ放談

■ 励ますSUN笑会
時間 13:00〜16:00

会場 特別会議室

参加費 無料

■ 愛知県モラロジー女性クラブ
■ Tel/Fax:052-483-5633（岩本玉絵）
時間 14:00〜16:00

予約不要

会場 セミナールーム１ 参加費 無料

予約不要

一人ひとり顔が違うように足もサイズ・形など人それぞれです。
合わない靴を履き続けると
足の変形も進み身体へも悪影響を及ぼします。
岐阜県瑞浪市
「三喜屋靴店」
オーナーで、
上
級シューフィッターの宮木良朗氏に正しい靴の選び方をお話しいただきます。
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親子のきずなー面会交流

パパ・ママに会いたい！抱きしめて！

■ 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）
会場 視聴覚ルーム

時間 9:45〜11:30

参加費 無料

予約不要

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
※見学のみでも可
展示を行い、
相談コーナーも設けています。
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できました！手作り性の動画絵本

■ 愛知

人間と性

−みんなで楽しく視聴しませんか−
教育研究協議会

時間 13:30〜16:00

会場 視聴覚ルーム

参加費 無料

予約不要

手作り性の動画絵本
（DVD）
を上映します。
13：30〜14：30 対象5才以上 3本 ①からだの話 ②性被害防止 ③いじめの話
14：30〜15：30 対象10才以上 3本 ①思春期の体と心 ②月経の話 ③射精の話
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聞いて楽しむおはなしの世界

時間 14:00〜15:30

20 「足と靴のいい関係」

体を、本来の姿に近づけよう！！
(体の不調を改善しよう。)

■ 健康促進会 ■ E-mail:tsutomuyokota@yahoo.co.jp
■ Tel:080-4963-1610（横田ツトム）
時間 13:00〜14:30

会場 フィットネススタジオ1

要予約

参加費 無料

リンパ療法士、
リンパケア等の資格を持つ講師が、
体の不調を取り除き、
痛みを無くし、
背骨や骨盤、
セン骨等の傾きを取り除き、
血液やリンパ液の流れ、
スムーズな神経系の流れ
を確保し、
痩せやすい体質をつくる。

リラックス＆健康体操
24 〈腰肩などの痛みを取る健康体操を覚えよう〉
■ 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）
時間 9:30〜11:30

会場 フィットネススタジオ2

予約不要

参加費 無料

司会：まさと オカリナ：Tシスターズ 健康漫談：Dｒ．
ほら吹き 手品：インチキン 三味
線語り：もんぜん亭ぴりっと 音曲漫才：えぐれ＆メロン ハモニカ放談：四季亭黙々 落
語：津島家寿芸虫 幇間芸：安楽庵てん助 漫談：経大亭勝笑 麦酒 ※途中入退場OK

腰痛、
膝、
肩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もお
いでください。
身体の歪みを直すことで、
その痛みが解消されます。
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25

オカリナ・コンサート

■ 中部オカリーナ協会
■ Email:michiko255@gmail.com
時間 9:40〜11:30

会場 音楽スタジオ

笑い(ラフター)ヨガで健康職場

■ ラフタークラブゆりりん ■ E-mail:nyan@nekonorin.com
予約不要
■ Tel:090-2923-1719（西垣裕里）
参加費 無料

予約不要

「中部オカリーナ協会」
所属の会員によるコンサート

時間 14:00〜16:00

会場 フィットネススタジオ2

参加費 1,000円

働く世代の皆さま！
「体操として笑う」
画期的なメソッドで大笑いして、
こころも身体もスッキ
リしませんか？後半は、
健康的に働くための課題をシェアリングします。
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簡単！初めてでも楽しめる三味線体験講座
三味線で
「さくら」
を弾いてみよう！

■ 小唄三味線 稻舟会 ■ E-mail:inafune2016@gmail.com
■ Tel:090-7689-9866
時間 13:00〜14:30
会場 音楽スタジオ
参加費 500円 予約不要
15:00〜16:30
（教材費）
初めての方も楽しめる三味線体験講座です。
三味線の持ち方から分かりやすく学べ、
1回で
「さくら」
が弾けるようになります。
日本の伝統楽器三味線に触れてみませんか？

あいち女性連携フォーラム2018
チャリティーコンサート＆映画上映
■ あいち女性連携フォーラム2018実行委員会
■ Tel:052-962-2512 ■ E-mail:kikaku@aichi-dks.or.jp
時間 13:00〜16:00（開場12:30） 会場 ウィルホール

参加費 1,000円

第１部 チャリティーコンサート：金城学院大学ハンドベルクワイア
第2部 映画上映：
『校庭に東風吹いて』

タイムスケジュール
9

10

11

12

13

ウィルホール

14

16

あいち女性連携フォーラム 2018

4
F 和室1・2

①着物で「大人の装い」を〜着物体験と着付講習会〜
②恋愛結婚♡応援会
（女性の方無料）
未婚者同士と
未婚の子を持つ親同士との入替交流会

大会議室
会議室1

③あいち女性面白マップ２０１8
⑤子供と考える命・暴力・護身法
（前半）
(性)暴力被害のためのセラピー
（後半）

④Enjoy！セカンドライフ
（ロングステイの情報交換と交流）

3 会議室3
F

⑥スコーレ子育て相談室〜楽しい子育ての秘訣・
一人で悩んでいませんか〜

会議室4

⑦はばたけ女性経営者・共同経営者
= 女性起業家交流会 =
⑧再婚希望者＆理解者限定パーティー
〜共感できる相手と、
今度こそ素敵な人生を〜

会議室5
会議室6

⑨手相占い 〜新たな一歩をふみだしませんか？〜

会議室7

⑩あなたの起業の一歩を応援！ 〜まずはここからはじめてみよう〜

セミナールーム3
セミナールーム4

2
F セミナールーム5
セミナールーム6

⑪“整膚”で健康づくり
！
！ 美と健康そして病気の予防
⑫1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
⑬井戸端会議Part4
「子どもの貧困〜わたしたちの周りでは〜」

⑭女性のキャリアは複線型！
〜21世紀は単線型キャリアから複線型へ〜

⑮語り聴く物語の世界
−ピピンの秋のおはなし会−

⑯ストーリーテリング
聞いて楽しむおはなしの世界
⑰健康お笑い寄席

特別会議室
音楽スタジオ

⑱オカリナ・コンサート

⑳「足と靴のいい関係」
㉑親子のきずなー面会交流
パパ・ママに会いたい！抱きしめて！

視聴覚ルーム

㉒できました！手作り性の動画絵本
−みんなで楽しく視聴しませんか−
㉓体を、
本来の姿に近づけよう
！
！
（体の不調を改善しよう。）

フィットネススタジオ1
フィットネススタジオ2

落語・漫談・マジック・音曲漫才・三味語り・
幇間芸・オカリナ・ハモニカ放談

⑲簡単！初めてでも楽しめる三味線体験講座
三味線で
「さくら」
を弾いてみよう
！

セミナールーム1
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㉔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>

㉕笑い
（ラフター）
ヨガで健康職場

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12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。先着順。

交通のご案内

■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

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
※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。

☎ (052)962-2512

■FAX: (052)962-2477
■E-mail: kikaku@aichi-dks.or.jp
■HP: http://www.aichi-dks.or.jp

