
※ 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2018

「多様さをみとめあって気づき、築く参画
社会」

6月29日(金) ～ 7月1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2018

実行委員会
県民

○記念講演
6月29日（金）14:00～
世界人権問題研究センター　嘱託研究員　源　淳子　氏
テーマ：「『しきたり・慣習』にとらわれない生き方を考える～自分
らしい人生を生きるとは？～」

○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28日(月) ～ 6月1日(金) 県庁屋上ギャラリー

6月5日(火) ～ 6月10日(日) 県立図書情報館

男女共同参画週間啓発パネル展 6月25日(月) ～ 6月29日(金)
奈良市役所
1階連絡通路

奈良市 市民全般
男女共同参画社会推進啓発パネル展示
平成30年度テーマ：「走りだせ、性別のハードルを超えて、今」
（イクメン・カジダンに焦点を当てます。）

関係資料の展示 6月23日(土) ～ 6月29日(金) 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

懸垂幕、幟の掲示 5月31日(木) ～ 6月29日(金) 大和高田市役所 大和高田市 市民 市庁舎正面玄関前に懸垂幕、幟を設置

男女共同参画週間パネル展 6月8日(金) ～ 6月29日(金) 大和高田市役所 大和高田市 市民 庁舎１階ロビーにパネルを展示

街頭啓発 6月25日(月)
市民交流センター・近
鉄高田市駅周辺

大和高田市・ヒート
ハート　たかだ

市民
ヒート　ハート　たかだ（市男女共同参画推進市民会議）運営委
員による街頭啓発（啓発物品配布）

広報活動 6月号
市広報誌｢やまとたか
だ｣

大和高田市 市民 市広報誌に男女共同参画週間について掲載

デジタルサイネージ・災害対応型自動販
売機メッセージボード掲示

6月1日(金) ～ 6月29日(金) 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18日(月)

6月25日(月)

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(土) ～ 6月29日(金) 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(土) ～ 6月29日(金) 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

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

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6日(水) ～ 6月30日(土)
市男女共同参画プラ
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。

6月8日(金) ～ 6月19日(火) 天理駅南団体待合所

6月25日(月) ～ 6月29日(金) 市役所市民ホール

男女共同参画週間講座 7月19日(木) 市文化センター 天理市 市民
７月19日（木）13：30～15：00

歌手　川本三栄子　氏による
「平和と女性　～地球より重い　たったひとつのあなたの命～」

橿原市 男女共同参画週間パネル展 6月1日(金) ～ 6月30日(土)

分庁舎１階屋内交流
スペース／
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

奈良県

天理市

大和高田市

市民
天理駅南団体待合所及び市役所市民ホールにポスター等を掲
示し、意識の高揚を図る。

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

パネル展示

平成30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

期間等

男女共同参画週間啓発パネル展 奈良県 県民

講師　神原　文子　氏
（神戸学院大学現代社会学部現代社会学科教授）
テーマ「だれもが生きやすい社会の実現をめざして－男女共同
参画社会への課題とは？－」

三の丸会館

奈良市

市民

パネル展示
（なら男女共同参画週間イベント2018開催告知パネルなど）

天理市
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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

特設男女共同参画図書コーナー 6月1日(金) ～ 6月30日(土) 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30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「奈良県
医療福祉生活協同組合」共催事業

6月23日(土)
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：原 千晶氏　（タレント／よつばの会　代表）
テーマ：
「大切にしたい自分の体～２度の子宮がんを経験して～」

街頭啓発 6月22日(金)
・桜井駅　北口・南口
・スーパーセンター
オークワ桜井店

桜井市 市民 男女共同参画啓発物品の配布

男女共同参画パネル展 7月13日(金) ～ 7月19日(木)
･市役所　２階大会議
室

桜井市 市民
奈良県啓発パネルの展示等を行う
〈土・日・祝日除く）

男女共同参画啓発パネル展 6月25日(月) ～ 6月29日(金)
五條市人権総合セン
ター

五條市 市民 パネル展示

啓発物品の配置 6月25日(月) ～ 6月30日(土) 市役所各課窓口 五條市 市民 市役所の主な窓口に男女共同参画啓発物品を配置

街頭啓発 6月22日(金)
・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(金) ～ 6月29日(金) 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

ふれあい人権セミナー（第１講） 6月26日(火) 御所市人権センター 御所市 市民
講演　「傷つけあう家族～ＤＶ・虐待を乗り越えて～」
講師　一般社団法人ＷＡＮＡ関西
　　　　代表理事　藤木美奈子氏

2018いこまＹｏｕ＆Ｉフェスタ～差別をなく
す市民集会

7月14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「おばちゃん目線で見る社会の問題」
　講師：谷口真由美氏

パネル展示 6月23日(土) ～ 6月29日(金)
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）

関連図書コーナー
特別設置

6月2日(土) ～ 7月5日(木)

図書館、図書館北分
館、生駒駅前図書室、
図書館南分館、鹿ノ台
ふれあいホール図書
室

生駒市 市民 男女共同参画関連図書の集中展示

男女共同参画啓発パネル展 6月8日(金) ～ 7月4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、関係図書の展示
・男女共同参画週間の周知に係る啓発物品（ポケットティッシュ）
の配布

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）

6月23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（共
催）

市民全般

○記念講演　13:30～15:10

・テーマ：「今、子どもたちに起きていること　～知っておきたい
デートDV、サイバー型ストーカー、スマホトラブル」
・講師：松村徳子氏、風味良美氏（参画ネットなら）

広報活動
市広報紙
市ホームページ

香芝市 市民全般
市の広報紙・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各種行事を周知する。

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18日(月) ～ 6月29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）

懸垂幕、のぼりの設置 6月22日(金) ～ 6月29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26日(火) 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施

図書展示 6月18日(月) ～ 6月29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）

五條市

生駒市

桜井市

御所市

香芝市

葛城市

橿原市

広報紙：6月号(6月5日発行）

HP：5月22日（火）～7月4日（水）
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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

市内駅前街頭啓発 6月25日(月)
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22日(金) ～ 6月29日(金) 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25日(月) ～ 7月15日(日) あすのす平群、他 総務防災課 住民

①パネル展示
　　「共に学ぼう「男女共同参画社会」って？」
　　「奈良県男女共同参画川柳コンテスト入賞作品」
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 総務防災課 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

広報活動 6月1日(金) ～ 6月30日(土)
町広報誌
「広報さんごう６月号」

三郷町 町民
町の広報誌面において、男女共同参画週間のお知らせを掲載す
る

男女共同参画週間
中にポスター展示

6月23日(土) ～ 6月29日(金) 町内各機関 三郷町 町民 男女共同参画週間ポスターの展示等を行う

【町民集会】
男女共同参画コーナー
ポスター展示

7月13日(金) ～ 7月14日(土)
三郷町文化センター
（展示室）

三郷町 町民 奈良県啓発ポスターの展示等を行う。

男女共同参画啓発パネル展示 6月2日(土) ～ 6月29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、チラシ等の展示を行う。

男女共同参画に関する図書展示 6月1日(金) ～ 6月30日(土) 斑鳩町立図書館 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 6月28日(木) 8月1日(水)
トーク安堵カルチャー
センター

安堵町 町民
パネル展示（なら男女共同参画週間イベント2018開催告知パネ
ルなど）

川西町 男女共同参画講座 6月29日(金)
川西文化会館
サークル室ABC

川西町 町民

日時：6月29日（金）13時30分～15時30分
テーマ：「これだけは知っておきたい！働き方とお金のはなし～○
○円の壁　わたしの場合～」
講師：福一由紀氏（マネーラボ関西代表）

6月25日(月) 近鉄石見駅

6月26日(火) 近鉄但馬駅

田原本町 男女共同参画啓発パネル展示 6月21日(木) ～ 7月1日(日)
青垣生涯学習セン
ター

田原本町 町民
「共に学ぼう『男女共同参画社会』って？啓発パネル」「女性に対
する暴力防止啓発パネル」の展示等を行う（啓発物品の配布）

上牧町 特設男女共同参画図書コーナー 6月21日(木) ～ 6月27日(水) 上牧町立図書館 上牧町 町民
図書館の一角に特設展示コーナーを設け、男女共同参画に関す
る図書、ポスター及び冊子等の展示
（月曜日は休館）

男女共同参画週間啓発パネル展 6月24日(日) ～ 7月1日(日)
王寺町
地域交流センター
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！2018』

図書展示 6月1日(金) ～ 6月28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
（休館日を除く）

広陵町 男女共同参画週間イベント 6月19日(火) ～ 7月1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22日(金) ～ 7月2日(月) 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）

上北山村 村民集会にポスター掲示 7月12日(木)
上北山村振興セン
ター

上北山村 村民
男女共同参画週間ではありませんが、多くの村民が集まる「差別
をなくす蘇民集会」に啓発ポスターの掲示をおこないます。

町内駅前啓発三宅町

宇陀市

平群町

斑鳩町

王寺町

三郷町

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。
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