2013 年 10 月～12 月
＜２０１３あまがさき女性フォーラム企画運営委員会構成団体＞
尼崎市女性センター・トレピエ 尼崎女性史誌をつくる会 尼崎市女性団体協議会
絵手紙ふきのとう 男の料理教室 お日さまフレンズ しんぐるまざあず・ふぉーらむ尼崎
新日本婦人の会尼崎支部 立花ヨガ 短歌教室 ピースウェーブ from 尼崎
NPO 法人フェミニストカウンセリング神戸 ライフハーモニー わくわくクラブ

＜周年記念イベント協力団体＞
アジア女性自立プロジェクト 尼崎市女性団体協議会 オレンジ・マム
自主グループ・セレニティ DV 被害者支援ネットワーク近畿
兵庫県立男女共同参画センター・イーブン ピースウェーブ from 尼崎 尼崎市協働・男女参画課

尼崎市女性センター・トレピエ／指定管理者 特定非営利活動法人男女共同参画ネット尼崎

尼崎市立女性・勤労婦人センター設立 40 周年（女性センター・トレピエ設立 20 周年）記念

日時 2013 年 12 月 1 日(日)13:00～16:30（開場 12:30）
会場 トレピエ多目的ホール（３階）
参加費 無料
プログラム

尼崎市男女共同参画推進事業者認定式
尼崎市協働・男女参画課
オープニングイベント
開会挨拶

尼崎市長

男女共同参画川柳

琉球創作舞踊「美（うるわ）しの琉球」「えらぶ百合の花」
兵庫沖縄県人会園田支部婦人部サークル
稲村和美

ほか

発表＆表彰

スライドショー「女性・勤労婦人センターの 40 年」

シンポジウム「未来をつくる女性センター」
講演

女性センターの今までとこれから
桜井陽子（NPO 法人全国女性会館協議会理事長）
特定非営利活動法人全国女性会館協議会理事長、世田谷区立男女共同参画センター館長
1987 年から横浜市男女共同参画推進協会に入職し、男女共同参画の推進にかかわる事業
企画、調査研究等に携わり、館長、理事歴任。その間、内閣府、文部科学省などの委員も
歴任。調査研究に文部科学省委託「男女共同参画センター等における事業評価システムの
開発と普及」
、横浜市男女共同参画推進協会「若年女性無業者の生活状況調査」など。

講演

トレピエとともに歩む
川本ミハル（NPO 法人男女共同参画ネット尼崎理事長）
特定非営利法人男女共同参画ネット尼崎理事長。尼崎市つどいの広場「あみんぐステーショ
ン」代表。1980 年より尼崎市人権教育指導者、のち人権教育アドバイザーとして神崎総
合センターに勤務。尼崎市婦人懇話会委員、尼崎市女性問題懇話会委員、尼崎市女性団体協
議会会長、
「日本女性会議´98 あまがさき」副実行委員長歴任。
1993 年「おばさんたちのトイレ見てある記」発行。

鼎談

未来をつくる女性センター
桜井陽子
川本ミハル
コーディネーター／森屋裕子（尼崎市女性センター所長）

周年記念イベント
大切にしよう！心とからだ
DVD「ポスターガール」上映＆お話の集い

～小さいときから始める性教育～

雑誌の表紙を飾ったイラク帰還女性兵士のその後に迫ったドキュメン
タリー映画の上映と講演会
日時 10 月 27 日（日）14:00～16:00
講師 木村修（マブイシネコープ）
定員 ３０名
参加費 500 円（非正規・65 歳以上・学生は 300 円）
共催 ピースウェーブ froｍ尼崎

平成 25 年度市民企画講座 自分を大切に思えるように親子で一緒に
学ぶ、性教育の講座＆ワークショップ
日時 11 月 16 日（土）13:30～15:30
講師 徳永桂子（性教育ファシリテーター）
定員 大人 80 人 子ども 30 人（大人のみの参加も可能）
参加費 無料
共催 オレンジ・マム

みんなで語ろう！
～いなむら市長とともに

福島からの避難ママの自立
車座集会～

「ワークライフバランス」をテーマに、市長を囲んで語りあいます
日時 11 月 30 日（土）10:00～11:30
定員 50 人
参加費 無料
申込先 尼崎市コールセンター（06－6375-5639）
11 月 6 日（水）受付開始
共催 尼崎市協働・男女参画課

支援 ～３・１１のこと、そしてこれから～
福島から避難しているママの助っ人との交流会
日時 12 月 11 日（水）14:00～15:30
講師 小林千登勢（
「べこっこロール」事務局）
定員 30 人
参加費 300 円（べこっこロール＆紅茶付）
共催 尼崎市女性団体協議会

自分も相手も大切にする「怒り」の伝え方
～よりよいコミュニケーションのために～
平成 25 年度市民企画講座 感情を表しにくい「怒り」。その表現につ
いて学びます
日時 12 月 15 日（日）13:00～16:00
定員 女性のみ 20 人
講師 安田香珠子（女性問題専門心理カウンセラー こころの相談室
Woman）
参加費 無料
共催 自主グループ・セレニティ

女性映画監督の作品を上映します
参加費 無料
申込 不要
11 月 22 日（金）
13:00～ 「THE

ダイエット！」（52 分）

14:10～ 「外泊」
（73 分）
18:00～ 「パパ、ママをぶたないで！」
（20 分）
18:40～ 「ベアテの贈りもの」
（92 分）
11 月 24 日（日）
10:00～ 「パパ、ママをぶたないで！」
（20 分）
10:40～ 「外泊」
（73 分）
13:00～ 「ベアテの贈りもの」
（92 分）
14:50～ 「THE

お申込み

ダイエット」（52 分）

男女共同参画にまつわる川柳を

女 性セ ンタ ー関 連資 料

募集します。詳細は募集ちらし

を展示します。

をご覧ください。

場所 情報資料室

募集期間

期間 11 月 19 日（火）

10 月 1 日（火）～31 日（木）

参加費 無料

～12 月 8 日（日）

申込 不要

「アジアの女性と手をつなぐ・フェアトレード展」
平成 25 年度男女共同参画・女性支援のためのギャラリー展示事業
日時 10 月 10 日（木）～10 月 20 日（日）9:00～21:00
（10 日 12:00～、20 日～15:00、日曜日は 17:00 まで）
共催 アジア女性自立プロジェクト

「こころを解放する作品展」
平成 25 年度男女共同参画・女性支援のためのギャラリー展示事業
日時 10 月 23 日（水）～11 月 1 日（金）9:00～21:00
日曜日は 17:00、最終日は 12:00 まで
共催 DV 被害者支援ネットワーク近畿

「兵庫と東北つながっ展
―被災女性の手作り品とグループ活動のパネル展」
日時 11 月 13 日（水）～12 月 5 日（木）9:00～21:00
日曜日、最終日は 17:00 まで
共催 兵庫県立男女共同参画センター・イーブン

ご希望の講座・イベントにお申し込みください。
すべてに一時保育がついています。無料

申込・問い合わせ先

要予約

1 歳以上未就学児

先着 12 人

女性センター 06-6436-6331（車座集会のみ 尼崎市コールセンター 06-6375-5639）

イベントカレンダー
イベント内容

日程

企画団体

男女共同参画川柳募集

10 月 1 日（火）～31 日（木）

尼崎市女性センター・トレピエ

ギャラリー アジアの女性と手をつなぐ・
フェアトレード展

10 月 10 日（木）～20 日（日）

アジア女性自立プロジェクト

ギャラリー

10 月 23 日（水）～11 月 1 日（金）

DV 被害者支援ネットワーク近畿

講演＆DVD 上映
「ポスターガール」上映＆お話の集い

10 月 27 日（日）

ピースウェーブ from 尼崎

ギャラリー 兵庫と東北つながっ展
―被災女性の手作り品とグループ活動のパネル展

11 月 13 日（水）～12 月 5 日（木）

兵庫県立男女共同参画センター

講座 大切にしよう！心とからだ
～小さいときから始める性教育～

11 月 16 日(土)

オレンジ・マム

情報資料室

11 月 19 日（火）～12 月 8 日（日）

尼崎市女性センター・トレピエ

トレピエ女性映画祭

11 月 22 日（金）・24 日（日）

尼崎市女性センター・トレピエ

車座集会 みんなで語ろう！
～いなむら市長とともに車座集会～

11 月 30 日(土)

尼崎市協働・男女参画課

2013 あまがさき女性フォーラム

12 月 1 日(日)13:00～16:30

2013 あまがさき女性フォーラム
企画運営委員会

トークイベント 福島からの避難ママの自立支援
～３・１１のこと、そしてこれから～

12 月 11 日(水)

尼崎市女性団体協議会

講座 自分も相手も大切にする「怒り」の伝え方
～よりよいコミュニケーションのために～

12 月 15 日(日)

自主グループ・セレニティ

こころを解放する作品展

ブックフェア
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お問い合せ

尼崎市女性センター・トレピエ

〒661-0033 尼崎市南武庫之荘 3 丁目 36-1
『尼崎市女性・勤労
婦人センター（女性
センター・トレピエ）
設立 40 周年記念誌』
2014 年 3 月発行予定

Tel 06-6436-6331 Fax 06-6436-5757
■ 阪急電車 武庫之荘駅南出口から南へ 200m
交差点｢女性センター前｣の角
■ 市バス 15､43､43-2､47､47-2､49 番
｢北図書館前｣から北へ 80ｍ
＊駐車場はありません
＊女性センターは､全館禁煙です

