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②健康お笑い寄席
　～漫談・落語・三味線語り・オカリナ・南京玉すだれ・手品・ガマの油売

③あいち女性面白マップ2021

④スゴロクでワクワク「創業体験」！ 創業や事業に関する個別相談も承ります

①「愛しの着物でおしゃれコーデ♪」
　～ミニショーと着物体験＆着付講習会～

⑤「女性差別撤廃条約」リテラシーUPプロジェクト
　～拡げる！ワークショップ

⑧手相占い　「新たな私」を見つけませんか

⑥美と健康のマルシェ

⑦恋愛結婚♡応援会　無料ご紹介　親同士の交流会

⑨魅力的な自分発見セミナー（ジョブ・カード活用セミナー） 

⑩語り聴く物語の世界
　～ピピンの秋のおはなし会～

⑪聞いて楽しむおはなしの世界
　～ストーリーテリング～

⑫国連難民支援キャンペーン

⑦恋愛結婚♡応援会　無料ご紹介　未婚者同士の交流会

⑬Enjoy！ セカンドライフ （ロングステイの情報交換と交流）

⑭１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

⑮講演「生活困窮世帯への食品支援と食品ロス削減について」

⑰自主夜間中学の一年

⑲心と体を解放しよう ～ココカラほぐし

⑱スクールカウンセラーから見た子ども達の姿
　その時代背景と親子関係

⑳リラックス＆健康体操
　　＜腰、肩、膝の痛みを取る体操を覚えよう＞

⑯講演　SDGsと私たちⅢ  環境とジェンダー

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。
11月2日（火）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

2021年11月20日（土）

見て、知って、体験して！
楽しいイベントがいっぱい!!
男女共同参画に関する様 な々活動をする20団体が、
展示やワークショップなど多彩なイベントを企画しました！

満１歳半から就学前までのお子さんを、お預かりします。

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8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

■ FAX: （052）962-2477
■ E-mail: kikaku@aichi-dks.or.jp
■ HP: https://www.aichi-dks.or.jp☎ (052)962-2512

交通のご案内

2021
ウィルあいちフェスタウィルあいちフェスタウィルあいちフェスタ

ウィルあいち
（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。



「愛しの着物でおしゃれコーデ♪」
～ミニショーと着物体験＆着付講習会～

■ 愛知県職員着付クラブ　■ Tel:090-7434-0835（伊藤）

着物と帯（一式ご用意します。）でおしゃれコーデを楽しむ催しです。着物をお着せし
たり一人で装ったり。あなたのお気に入りを見つけてください。ミニショーでは華やか
な帯結びなどをご紹介します。
※見学のみでも可。感染症対策のため、体験希望の方は事前申込をお願いします。

時間 会場 参加費13:00～15:30

時間 12:00～16:10

和室1・2 無料

会場 参加費大会議室 無料

要予約

予約不要

1

「女性差別撤廃条約」リテラシーUPプロジェクト
～拡げる！ ワークショップ

■ NPO法人参画プラネット

女性差別撤廃条約に関するリーガルリテラシーを高めるためのワークショップを
開催します。差別に気づいた！わたしから、わたしたちの平等へ。一人ひとりの声を
集めてジェンダー平等な社会をつくります。

時間 会場 参加費9:30～11:30 会議室4 500円 予約不要

5

美と健康のマルシェ

■ 愛知県商工団体連合会婦人部協議会

“美”と“健康”をテーマに、自分でお店を経営、パートナーと共同で経営している女性
たちが、自分のお店や仕事をアピールします。着付、占い、着物リフォーム、マッサージ
など体験してみませんか。 ※見学のみでも可

時間 会場 参加費13:30～15:30 会議室4 無料 予約不要

6

スゴロクでワクワク「創業体験」！
創業や事業に関する個別相談も承ります

■ 愛知県信用保証協会　女性創業者支援チーム「アイリス」
■ Tel:0120-454-877（女性創業者専用フリーダイヤル）

「お店を始めたい！」「創業ってどんな感じだろう？」…本協会オリジナルのスゴロクで、
遊びながら創業の流れが分かります！さあ、あなたも「創業体験」してみませんか？
創業や事業に関する個別相談も承ります。　※予約もできます。

時間 会場 参加費10:00～16:00 会議室3 無料 予約不要

4

あいち女性面白マップ２０２１

■ NPO法人ウィル21フォーラム

愛知県内の54市町村における女性の行政ないし政治への参画度を、ランキング化
した上で、さらに、それを地図上に表すことによって見える化し、女性の政治への
関わり方を考えてもらう。

時間 会場 参加費10:00～16:00 会議室1 無料 予約不要

3

2

講座・
講習会

発表会 その他（展示・上映会・相談・
交流会・ワークショップ等）

■ 励ますＳＵＮ笑会

漫談・経大亭勝笑、三味線語り・もんぜん亭ぴりっと、オカリナ・ひまわり、ふたこと
みこと・丸出だめ夫、らくご・光家鶴太、南京玉すだれ・徳まる子、ガマの油売・鳩吹亭
小寿慶、落語・金魚印まんぼう、手品・笑はがき

健康お笑い寄席 ～漫談・落語・三味線語り・
オカリナ・南京玉すだれ・手品・ガマの油売

恋愛結婚♡応援会　無料ご紹介
未婚者同士の交流会♥親同士の交流会

■ NPO縁結び四つ葉親の会
■ Tel:052-833-7466　Email：yotuba@kha.biglobe.ne.jp

未婚者同士の１対1の気楽に自己紹介とフリータイムで希望の方とメール交換タイム。
親同士の交流で気楽に我が子のPRと希望の方と我が子の身上書と写真の交換。
無料紹介・参加された方の資料を掲示。
※ワクチン２回接種の方。  ※参加に必要なもの ①写真１枚 ②身分証明書のコピー１枚

時間 会場 参加費13:00～16:00

時間 10:00～15:00

無料

会場 参加費会議室6 600円

要予約

予約不要

7

聞いて楽しむおはなしの世界
～ストーリーテリング～

■ おはなし会コスモス
■ Tel:052-896-5510　Email：mikrokosmos@helen.ocn.ne.jp

ストーリーテリングは、絵本などを用いずに言葉だけで昔話や創作のお話を届けます。
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、大人の方も楽しんでいただけます。　※申込期間：１１月１日（月）～７日（日）

時間 会場 参加費14:00～15:30 特別会議室 無料 要予約

11

国連難民支援キャンペーン

■ 特定非営利活動法人 国連UNHCR協会

世界135ヶ国以上で難民支援を行う国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）の活動
紹介とその活動を支える継続支援のご案内。

時間 会場 参加費9:00～16:00 創作スタジオ 無料 予約不要

12

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

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、想像することで広がっていくおはなしの世界を、
どうぞごいっしょにお楽しみください。

時間 会場 参加費10:00～11:30 特別会議室 無料 予約不要

10

魅力的な自分発見セミナー
（ジョブ・カード活用セミナー）

■ 愛知キャリア形成サポートセンター

自分の強み・価値観を知るために、これまで学んできたこと、経験してきたことを
振り返ることはとても大切です。自分の強みを再確認し、自信をもって未来を描く
サポートをします。　※筆記用具持参

時間 会場 参加費10:00～12:00
13:00～15:30

会議室7 無料 予約不要

9

8
■ ウィルあいち交流ネット

「人生の分かれ道」迷った時に参考にするのは、案外占いだったりしませんか。手相
占いで、今、一番気になっていることを占ってもらいませんか。
パネル展示『みんなで考える選択的夫婦別姓』

手相占い「新たな私」を見つけませんか

時間 13:00～16:30親同士 会議室５
未婚者 音楽スタジオ 会場 参加費セミナールーム3 無料 予約不要

講演　ＳＤＧｓと私たちⅢ　環境とジェンダー

■ 地域開発みちの会
■ Tel:052-939-5255　HP : http://aichi-michinokai.com

猛暑、豪雨、干ばつ等大規模災害が多発し多様な生物が絶滅危機に曝されています。
これまで環境問題に警鐘を鳴らし続けたのは女性たちです。ジェンダー平等とエン
パワーメントを進め、地球の未来を救いましょう。

時間 会場10:00～11:50 セミナールーム１・２ 要予約

予約不要

16

自主夜間中学の一年

■ なくそう！ 子どもの貧困ネットワークあいち

2020年8月に自主夜間中学を立ち上げて、1年がたちました。学習者、支援者の様子、
支援の拡がりなどを、参加している学習者や支援者の声も交えて報告します。「その後、
見えてきた課題」を提示しつつ、今後の展望などについて考えます。

年間7,000件あまりの＜食品支援箱＞を生活困難世帯に送付している『認定ＮＰＯ法人
セカンドハーベスト名古屋』の松岡篤史理事を講師に迎え、フードバンク活動の意義
など、食品ロス削減の視点とあわせてお話いただきます。

時間 会場 参加費12:45～15:30 セミナールーム１・２ 300円

参加費 無料

17

講演  「生活困窮世帯への食品支援と
食品ロス削減について」

■ 愛知県モラロジー女性クラブ

時間 会場 参加費14:00～15:40 セミナールーム6 無料

入場料 1,000円

予約不要

15

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  名古屋例会
■ HP：https://www.tampopo-org.com/

子宮や卵巣の病気について自由におしゃべりしたり、専門家による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、治療法など、あなた
の自己決定を助けます。
※各イベントによっては参加条件があります。ＨＰでご確認又はお問合せください。

時間 会場 参加費13:30～16:30 セミナールーム５ 100円 予約不要

14

13
■ NPO法人南国暮らしの会　東海支部

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を紹介。ホームページ紹介・会報・会員の記録写真紹
介およびロングステイの相談会。

Enjoy！　セカンドライフ
（ロングステイの情報交換と交流）

スクールカウンセラーから見た子ども達の姿
その時代背景と親子関係

■ 公益社団法人家庭問題情報センター  FPIC名古屋ファミリー相談室  面会交流部

ひとり親家庭の親・子が増えてきています。学校で病院でカウンセラーのお立場か
ら、時代背景と共に変化して行く親子関係をお聞きし現実を見据え話し合いを深め
ます。相談・面会交流の展示・パワポ紹介します。 ※相談・見学のみでも可

時間 会場 参加費9:45～11:45

時間 13:30～15:30

視聴覚ルーム 無料

会場 参加費フィットネススタジオ1

会場 フィットネススタジオ2

500円

参加費 無料

予約不要

予約不要

18

リラックス＆健康体操
〈腰、肩、膝の痛みを取る体操を覚えよう〉

あいち男女共同参画フォーラム2021
男女共同参画について語る ～これから進む道～

■ リラックス・プラス

腰、肩、膝の痛み等でお困りの方、また、いろいろな治療をしても治らないとお悩み
の方も、一度おいでください。身体の歪みを治すことで解消されます。

時間 9:30～11:30 予約不要

会場 ウィルホール

■愛知県女性地域実践活動交流協議会・公益財団法人あいち男女共同参画財団

時間 13:20～15:40

20

19
■ 女子と男子の心と体

このコロナ禍でどうしてもイライラがつのりがち。誰でもできるカナダ空軍ヨガ体操
で心と体をリフレッシュ。女子に多い側弯症の改善にも役立ちます。痴漢抑制バッジ
販売で、安心安全な通勤通学を支えます。　※水を持参して来てください。

心と体を解放しよう  ～ココカラほぐし

■ ウィルあいち交流ネット
■ Tel:090-0000-0000

10:00～15:00 会議室7 600円

イベント名

グループ名

イベント内容
特記事項

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。ＳＤＧｓ（持続可能
な開発目標）パネル展示やリボン運動に関するクイズ、カフェなど、楽しく交流し
ながら男女共同参画を啓発します。

※メールアドレスの数字はすべて半角です。

事前申込の
要・不要

参加費・条件

申込先
問合先・担当

イベント種別

予約不要時間 会場 参加費

手相占い
～私と私のつながりをひろめよう～62021ウィルあいちフェスタ

イベント紹介
イベント種別

　ウィルあいちフェスタ2021の開催にあたっては、愛知県

策定の指針・措置等を厳守した感染防止対策を講じてまいり

ます。

〈ウィルあいちフェスタ2021にお越しになる皆様へのお願い〉
・発熱、咳などの症状がある場合は、体調を最優先していた

だき、フェスタへの来場をお控えいただきますようお願い

いたします。

・来場の際は、入場時の検温やマスクの着用に協力をお願い

いたします。

・検温をされた方に「検温済証兼アンケート用紙」をお渡しし

ますので、催事ごとに提示していただくとともに、別紙に

氏名及び連絡先（電話番号）の記入をお願いいたします。

・小まめな手洗いや備え付けの消毒液の使用、咳エチケット

に協力をお願いいたします。

※体験の一部有料 500円

第１部 「女流講談師から見た男女共同参画」
　　　　旭堂鱗林（女流講談師）
第２部 「SDGsは未来の子どもたちのために」
　　　　百瀬則子（ワタミ株式会社SDGs推進本部長）

新型コロナウイルス感染防止対策について

先着50名
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