
※ 変更となる場合があります。詳細は各主催者へご確認ください。

県/市町村 イベント名 会場等 主催者 対象者 イベントの概要

なら男女共同参画週間イベント2017

「自分の生き方は自分で選ぶ　つながり
あって参画社会」

6月30日(金) ～ 7月2日(日) 奈良県女性センター
なら男女共同参画
週間イベント2017

実行委員会
県民

○記念講演
6月30日（金）14:00～
フェミニストカウンセリング堺　杉本志津佳氏
テーマ：「女性に対する暴力のいま～次世代へ私たちができるこ
と～」
○パネル展示や実行委員会構成団体による催し
（トーク&ディスカッション、ペープサート、ワークショップ、劇・人形
劇など）

5月29日(月) ～ 6月2日(金) 県庁屋上ギャラリー

6月6日(火) ～ 6月11日(日) 県立図書情報館

6月13日(火) ～ 6月19日(月) 奈良県産業会館

男女共同参画週間啓発パネル展 6月26日(月) ～ 6月30日(金)
奈良市役所
1階連絡通路

奈良市 市民 男女共同参画社会推進啓発パネル

子育てイベント
～ももいろいくジーカの子育て広場～

6月17日(土) はぐくみセンター 奈良市 子育て世代の市民
〇お父さんと歯をみがこう！
〇アロマdeマッサージ（母親向け）
〇リラックスヨガ（母親向け）

パパもじいじもいっしょにたのしもう
ファーストブック

6月11日(日) 中央図書館 中央図書館 0～3歳 手あそび、よみきかせなど（10：30～12：00）

関係資料の展示 6月23日(金) ～ 6月29日(木) 北部図書館 北部図書館 利用者 男女共同参画に関する図書・資料の展示

男女共同参画週間パネル展 6月19日(月) ～ 6月30日(金) 市庁舎１階ロビー 大和高田市 市民
男女共同参画週間の広報および29年度スタートの男女共同参

画計画（第3次）について周知を図る。

ポスター掲示
①男女共同参画週間
②はじめませんか｢いきいき会社宣言｣

6月1日(木) ～ 6月30日(金)
市内自治会掲示板、
市内公共施設

大和高田市 市民・事業所
市民や事業所に広報を行うため、ポスターを制作し市内自治会
掲示板や公共施設等で掲示する。

懸垂幕、幟の掲示 6月1日(木) ～ 6月30日(金) 市庁舎玄関前 大和高田市 市民 懸垂幕や幟を掲示し、気運を高める。

街頭啓発 6月23日(金) 16:00 市民交流センター前

大和高田市・ヒート
ハート たかだ（市
男女共同参画推
進市民会議）

市民
ヒート ハート たかだ（男女共同参画推進市民会議）運営委員が｢
男女共同参画週間｣広報のため街頭啓発を行う（タスキがけ、啓
発物品配布）

ヒート ハート たかだ
第１回リーダー養成講座

6月23日(金) 10:00～11:30
市総合福祉会館（ゆう
ゆうセンター）２階会議
室２

大和高田市・ヒート
ハート たかだ（市
男女共同参画推
進市民会議）

ヒート ハート たか
だ委員

男女共同参画週間中にヒート ハート たかだ委員の研修会を実
施し、男女共同参画についての認識を深める。

広報活動 6月1日(木) ～ 6月30日(金)

市広報誌｢やまとたか
だ｣6月号、市ホーム
ページ

大和高田市 市民
市の広報誌、ホームページにおいて、男女共同参画週間ならび
に男女共同参画週間にかかる事業のお知らせをおこなう。

デジタルサイネージ掲示 6月5日(月) ～ 6月29日(木) 市本庁舎 大和郡山市 市民
市庁舎正面玄関のデジタルサイネージに講座・週間について掲
示

6月16日(金)

6月23日(金)

広報活動 6月15日号

・市広報紙
　「つながり」
・市ホームページへの
掲載

大和郡山市 市民
市の広報紙、市ホームページにおいて、男女共同参画週間の紹
介

懸垂幕 6月23日(金) ～ 6月29日(木) 市本庁舎 大和郡山市 市民 市庁舎正面玄関に、男女共同参画週間懸垂幕設置

図書展示 6月23日(金) ～ 6月29日(木) 市立図書館 大和郡山市 市民 展示コーナーを設け、男女共同参画に関する図書を展示

期間等

男女共同参画週間啓発パネル展 奈良県 県民

奈良市

パネル展示
（なら男女共同参画週間イベント2017開催告知パネルなど）

平成29年度「男女共同参画週間｣における県内の関連イベント等開催予定一覧

市民

講師
槙本千里氏 （ワーク・ライフ・バランスコンサルタントオフィスhint

link代表）
テーマ
「欲張り人生を叶えるための時間管理術（タイムマネジメント）」

三の丸会館 大和郡山市
男女共同参画社会の実現に向けた講座
（2回連続講座）

大和郡山市

奈良県

大和高田市
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※ 変更となる場合があります。詳細は各主催者へご確認ください。

県/市町村 イベント名 会場等 主催者 対象者 イベントの概要期間等

パネル等の展示 6月26日(月) ～ 6月30日(金)
天理市役所
市民ホール

天理市 市民
パネル展示
奈良県啓発パネル「共に学ぼう「男女共同参画」って?」
週間告知ポスター等

広報活動 6月1日(木) ～ 6月30日(金)
市広報紙「町から町
へ」
市ホームページ掲載

天理市 市民
市広報紙（男女共同参画週間について掲載）
市ホームページ（男女共同参画週間に係るパネル展示等の紹
介）

ポスター・啓発のぼり等の掲示 6月3日(土) ～ 6月30日(金) 男女共同参画プラザ 天理市 市民
男女共同参画プラザ玄関ホールにポスター等の掲示及び道路
沿いに啓発のぼりを設置して、意識の高揚を図る。

男女共同参画週間講座 7月8日(土) 10:00～12:00 天理駅南団体待合所 天理市 市民

講師：関西テレビ アナウンサー 吉原功兼氏
テーマ：親子で学ぶメディアリテラシー
～カンテレ・アナウンサーが語る!ニュース、スポーツ実況、映像

コンテンツができるまで!～

男女共同参画週間パネル展 6月1日(木) ～ 6月30日(金)

市役所１階ロビー
かしはらナビプラザ
4階
男女共同参画広場

橿原市 市民 男女共同参画啓発のためのパネル展示

特設男女共同参画図書コーナー 6月1日(木) 6月30日(金) 橿原市立図書館1階 橿原市 市民 展示コーナーを設け、男女共同参画に関する図書を展示

平成29年度　橿原市
男女共同参画週間　講演会
橿原市男女共同参画推進団体「スマイル
子育て」共催事業

6月24日(土) 13:30～15:00
かしはら万葉ホール１
階
ロマントピアホール

橿原市 市民

○講演会
講師： 菊地 幸夫さん

　　　（弁護士(第二東京弁護士会)／番町法律事務所）
テーマ：「ワークライフバランス～仕事も家庭も一生懸命～」

街頭啓発 6月23日(金)

・スーパーセンター
オークワ桜井
・イオン桜井
・桜井駅前

桜井市 市民 男女共同参画啓発物品の配布

7月1日(土) ～ 7月14日(金) まほろばセンター

7月15日(土) ～ 7月28日(金) 桜井市立図書館

6月23日(金) ～ 6月29日(木)
保健福祉センター
(カルム五條）

7月3日(月) ～ 7月31日(月) 人権総合センター

7月8日(土) 市民会館（市民集会）

街頭啓発 6月22日(木)
・ライフ御所店
・スーパーセンター
オークワ御所店

御所市 市民 啓発物品（ポケットティッシュ）・啓発チラシ配布

ポスター掲示 6月1日(木) ～ 6月29日(木) 御所市役所　他 御所市 市民 市内の公共施設にポスターを掲示

2017いこまYou＆Iフェスタ～差別をなく
す市民集会

6月24日(土)
たけまるホール
大ホール

生駒市 市民
講演会　13:00～15:00

　テーマ：「大切な人の『想い』とともに」
　講師：清水　健さん

パネル展示 6月23日(金) ～ 6月29日(木)
コミュニティセンター
ホワイエ

生駒市 市民
パネル展示
（週間告知ポスター、男女共同参画の現状、啓発物、情報誌な
ど）]

6月3日(土) ～ 7月6日(木)
・図書館
・図書館北分館
・生駒駅前図書室

6月3日(土) ～ 6月30日(金)
・図書館南分館
・鹿ノ台ふれあいホー
ル図書室

男女共同参画週間啓発パネル展 6月2日(金) ～ 7月5日(水)

香芝市ふたかみ文化
センター　３階
市民図書館・視聴覚
室

香芝市 市民全般
・パネル展示館関係図書展示
　7/24（土）男女共同参画週間記念講演会　第1回「くらしを考え
る講座」周知

第1回　くらしを考える講座
男女共同参画週間記念講演会

6月24日(土)
香芝市総合福祉セン
ター　２階　多目的室

香芝市
香芝市人権教育
推進協議会

市民全般
・記念講演　13:30～15:10
「多様な生き方」について考える第２次香芝市男女共同参画計画
実施によせて

広報活動 6月1日号
市広報「かつらぎ」へ
の掲載

葛城市 市民
男女共同参画週間に係わる掲載とポスター掲示及び啓発活動
の紹介

ポスター等の掲示 6月19日(月) ～ 6月30日(金) 葛城市中央公民館 葛城市 市民
市で開催した「パパ流はじめての育児講座」写真等ポスターや
「男女共同参画川柳」掲示
（第3火曜日、第4火曜日・水曜日休館）

生駒市

関連図書コーナー
特別設置

市民生駒市

五條市 市民

○パネル展示
・共に学ぼう「男女共同参画社会」って？
・「男も家事（おもかじ）いっぱい」
・女性に対する暴力防止

男女共同参画啓発パネル展

男女共同参画パネル展 奈良県啓発パネルの展示等を行う。桜井市 市民

男女共同参画関連図書の集中展示

香芝市

葛城市

天理市

桜井市

五條市

御所市

橿原市
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※ 変更となる場合があります。詳細は各主催者へご確認ください。

県/市町村 イベント名 会場等 主催者 対象者 イベントの概要期間等

懸垂幕、のぼりの設置 6月19日(月) ～ 6月30日(金) 葛城市役所 葛城市 市民
市庁舎正面玄関に男女共同参画懸垂幕設置
市内公共施設前にのぼり設置

子育て女性の職業相談 6月28日(水) 13:00～15:30
葛城市こども・若者サ
ポートセンター

葛城市 市民 ハローワークの協力で、子育て中の女性の職業相談を実地

図書展示 6月19日(月) ～ 6月30日(金)
葛城市新庄図書館
葛城市當麻図書館

葛城市 市民
両図書館に特別コーナーを設け、男女共同参画に関する図書を
展示
（第３火曜日、第４火曜日・水曜日休館）

市内駅前街頭啓発 6月23日(金) （予定）*
近鉄榛原駅
近鉄室生口大野駅

宇陀市 市民
宇陀市人権啓発活動推進本部男女共同参画推進部会員による
啓発物品とチラシの配布
（*男女共同参画週間中に実施予定）

のぼりの設置 6月23日(金) ～ 6月29日(木) 宇陀市役所前公園 宇陀市 市民 期間中、市役所庁舎前萩の原公園周辺にのぼりを設置

広報活動 6月1日号
市広報誌「広報うだ」
への掲載

宇陀市 市民
市広報誌において、男女共同参画週間の周知と男女共同参画
に関する記事を掲載

平群町第2次男女共同参画プラン
啓発キャンペーン

6月24日(土) ～ 7月11日(火)
あすのす平群（平群町
観光文化交流館）

平群町男女共同
参画推進本部

住民

①パネル展示
　　「女性に対する暴力防止啓発」
　　「男も家事（おもかじ）いっぱい啓発」
②男女共同参画関連図書の貸し出し
③街頭啓発（店舗にて啓発物品配布）

広報活動 6月号 マイタウン平群
平群町男女共同
参画推進本部

住民
広報紙面での、男女共同参画週間に係る掲載と期間におけるパ
ネル展示及び啓発キャンペーンの紹介

三郷町
平成29年度「男女共同参画セミナー」（親
子工作教室）

6月25日(日)
三郷町立三郷小学校
体育館

三郷町（三郷町男
女共同参画推進
会議）

三郷町在住の5歳

から小学校3年生
までの児童とその
父親

親子でのダンボールを使った工作実習
平成29年6月25日（日） 10:00～
講師　矢野紙器株式会社

男女共同参画啓発パネル展示 6月3日(土) ～ 6月30日(金)
生き生きプラザ斑鳩フ
リースペース

斑鳩町 町民 パネル、チラシ等展示を行う

男女共同参画に関する図書展示 6月1日(木) ～ 6月30日(金) 町立図書館 斑鳩町 町民
図書展示スペースに男女共同参画に関する図書を展示・貸出を
することで啓発を行う

安堵町 男女共同参画週間啓発パネル展示 7月1日(土) 7月14日(金)
トーク安堵カルチャー
センター

安堵町 町民全般
パネル展示（なら男女共同参画週間イベント2017開催告知パネ
ルなど）

川西町 男女共同参画講座 6月22日(木)
川西文化会館
サークル室ABC

川西町
テーマに関心のあ
る女性

日時：6月22日（木）13:30～15:30

テーマ：「今年は"夏冷え"で悩まない！夏を元気に乗り切るから
だづくり」
講師：中野正英氏

6月28日(水)

6月29日(木)

田原本町 男女共同参画啓発パネル展示 6月3日(土) ～ 6月11日(日)
青垣生涯学習セン
ター

田原本町 町民

奈良県啓発パネル「共に学ぼう男女共同参画社会って？」「男も
家事いっぱい啓発パネル」、「女性に対する暴力防止パネル」
「奈良県男女共同参画川柳コンテスト入賞作品パネル」の展示
等を行う（啓発物品の配布）

上牧町 関連図書コーナー設置 6月23日(金) ～ 6月29日(木) 上牧町立図書館 上牧町 町民 男女共同参画に関する図書の展示

男女共同参画週間啓発パネル展 6月23日(金) ～ 6月29日(木)

王寺町
地域交流センター5階
イベント広場

王寺町 町民
県啓発パネルの展示及び町内3幼稚園でのお父さんの育児参

加の様子をパネル展示『お父さんといっしょ！2017』

図書展示 6月1日(木) 6月29日(木) 王寺町立図書館 王寺町 町民 特別展示コーナーを設け、男女共同参画に関する図書の展示

広陵町 男女共同参画週間イベント 6月20日(火) ～ 7月2日(日) 広陵町立図書館 広陵町 町民 特別展示コーナーを設け、男女共同参画に関する図書の展示

河合町 図書展示 6月30日(金) ～ 7月2日(日) 河合町立図書館 河合町 町民
特別展示コーナーを設け、男女共同参画に関する図書を展示
（※但し、月曜日は休館）

王寺町

近鉄石見駅
近鉄但馬駅

三宅町
町民
駅利用者

午前7時半から午前8時半まで駅前で朝の通勤・通学の方へポ
ケットウェットティッシュを配布する。

宇陀市

平群町

斑鳩町

葛城市

町内駅前啓発三宅町
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※ 変更となる場合があります。詳細は各主催者へご確認ください。

県/市町村 イベント名 会場等 主催者 対象者 イベントの概要期間等

上北山村 ｢村民集会」ポスター又はパネル展示 7月10日(月)
上北山村振興セン
ター

上北山村 村民 奈良県啓発パネル（又はポスター）の展示を行う
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