
※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。

主催者 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パネル展 6月23日(火) ～ 6月29日(月) 奈良県女性センター 奈良県 県民
女性団体から応募のあったメッセージをパネル展示
（月曜日は休館）

ポスターの掲示 5月25日(月) ～ 6月30日(火)
本庁舎
奈良県女性センター

奈良県 県民
「男女共同参画週間」ポスターの庁舎内への掲示
（女性センターは月曜日休館）

デジタルサイネージ 6月1日(月) ～ 6月29日(月) 県内各地 奈良県 県民
県内11箇所で、デジタルサイネージによる「男女共同参画週
間」のPRを実施

男女共同参画週間啓発パネル展 6月22日(月) ～ 6月26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
（週間告知ポスター、啓発物、情報チラシ等）

図書展示 6月23日(火) ～ 6月29日(月)
中央図書館
西部図書館
北部図書館

中央図書館
西部図書館
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、幟旗、ポスターの掲示 6月1日(月) ～ 6月30日(火) 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、幟旗を設置し、市庁舎内にポス
ターを掲示する。

男女共同参画週間パネル展 6月16日(火) ～ 6月30日(火) 大和高田市役所 大和高田市 市民 市庁舎１階ロビーにパネルを展示する。

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する。

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(月) ～ 6月30日(火) 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

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、啓発旗 6月23日(火) ～ 6月29日(月) 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、啓発旗設置

図書展示 6月23日(火) ～ 6月29日(月) 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（月） ～ ６月30日（火）
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・講座
の紹介）

ポスター等の掲示 ６月１日（月） ～ ６月30日（火）
市民協働・女性活躍
推進課

天理市 市民 市民協働・女性活躍推進課前にポスター等の掲示。

６月17日（水） ～ ６月22日（月） 天理駅南団体待合所

６月23日（火） ～ ６月29日（月） 市役所市民ホール

男女共同参画週間パネル展 6月1日(月) ～ 6月30日(火)

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

男女共同参画図書コーナー 6月2日(火) ～ 6月30日(火) 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

天理駅南団体待合所及び市役所市民ホールで男女共同参画
啓発のためのパネル展示。

天理市

令和２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

大和高田市

大和郡山市

市民

奈良県

天理市

パネル展示・啓発のぼり等の掲示

橿原市

奈良市
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主催者 イベント名 会場等 主催者 対象者 イベントの概要期間等

のぼりの設置 6月22日(月) ～ 6月30日(火)
･市本庁舎
・教育委員会庁舎前
・桜井駅南北

桜井市 市民
本庁舎玄関前、教育委員会庁舎前、桜井駅南北口にのぼり設
置

広報活動 6月号 市広報誌｢わかざくら｣ 桜井市 市民 男女共同参画に関する記事を掲載

特設男女共同参画図書コーナー 6月22日(月) ～ 6月30日(火) 桜井市立図書館 桜井市 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

パネル展示 6月22日(月) ～ 6月25日(木) 市本庁舎１階ロビー 桜井市 市民 男女共同参画に関するパネル展示

ポスターの掲示 6月22日(月) ～ 6月30日(火)
･市本庁舎
・桜井市立図書館

桜井市 市民 ポスター掲示

ポスター掲示 6月1日(月) ～ 6月29日(月)
五條市人権総合セン
ター

五條市 市民 ポスター掲示

啓発物品の配置 6月22日(月) ～ 6月26日(金)
市役所カウンター窓
口

五條市 市民 市役所の主な窓口に啓発物品を配置

ＦＭ五條（ラジオ）への出演
6月1日(月)
6月22日(月)

～
～

6月5日(金)
6月26日(金)

五條市 市民 男女共同参画についてラジオに出演し啓発

御所市 ポスター掲示 6月1日(月) ～ 6月29日(月) 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,チラシと啓発物品を配置

生駒市 広報活動
市広報紙
市ホームページ
市掲示板

生駒市 市民
市の広報紙・ホームページ・掲示板等において、男女共同参画
週間を周知する。

ポスター掲示
啓発物品の配置

6月1日(月) ～ 6月30日(火) 香芝市役所　他 香芝市 市民
・市内の公共施設にポスターを掲示
・啓発物品を市役所窓口等で配布

特設男女共同参画図書コーナー 6月5日(金) ～ 6月30日(火) 香芝市民図書館 香芝市 市民 特設コーナーを設け、男女共同参画に関する図書を展示

広報活動 6月1日(月) ～ 6月30日(火) 市ホームページ 香芝市 市民 市のホームページに男女共同参画週間の紹介記事を掲載

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関する記事と、男女共同参画週間中に行
う啓発活動の紹介記事を掲載。

ポスター掲示 6月1日(月) ～ 6月29日(月) 葛城市役所　他 葛城市 市民 市内公共施設に男女共同参画週間ポスターを掲示。

活動写真の展示 6月19日(金) ～ 6月29日(月) 葛城市役所 葛城市 市民
男女共同参画事業として年２回実施している「パパ流はじめて
の育児講座」の活動写真等展示。

懸垂幕、のぼりの設置 6月19日(金) ～ 6月29日(月) 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23日(火) 9:30～12:00
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19日(金) ～ 6月29日(月)
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。（毎週火曜日、第２・４水曜日休館）

広報紙：6月1日号
ＨＰ：随時

五條市

葛城市

桜井市

香芝市
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のぼりの設置 6月22日(月) ～ 6月30日(火) 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11 日号 啓発ビラの作成 宇陀市 市民
・市内各施設に啓発ビラの設置
・ホームページに掲載
・自主放送

山添村 ポスターの掲示 6月20日(土) ～ 6月28日(日) 山添村役場 山添村 村民 男女共同参画週間の周知ポスターを掲示

平群町第2次男女共同参画プラン
パネル展示

6月15日(月) ～ 6月30日(火) 総合文化センター 総務防災課 住民
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」

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、男女共同参画週間キャッチフレーズ及びﾜｰｸﾗ
ｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ関係記事の掲載

広報活動 6月号
町広報誌
「広報さんごう」

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。

男女共同参画週間ポスター掲示 6月1日(月) ～ 6月30日(火)

役場庁舎内、文化セ
ンター、保健セン
ター、図書館、ふれあ
い交流センター

三郷町 町民 男女共同参画週間ポスターの掲示を行う。

斑鳩町 男女共同参画に関する図書展示 6月15日(月) ～
6月30日(火)
※予定

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 ポスターの掲示 6月22日(月)　　 ～ 7月3日(金)
トーク安堵カルチャー
センター

安堵町 町民 男女共同参画啓発ポスターの掲示

ポスター掲示 6月23日(火) ～ 6月29日(月) 役場庁舎内 川西町 町民 庁舎等にポスターを掲示

男女共同参画講座 未定 川西町 町民 未定

三宅町 ポスターの掲示 6月22日(月) ～ 6月26日(金) 役場庁舎内 三宅町 町民 来庁者向けに、男女共同参画週間の周知ポスター掲示

田原本町 ポスターの掲示 6月23日(火) ～ 6月29日(月) 役場庁舎内 田原本町 町民
「令和２年度　男女共同参画週間」ポスターの役場庁舎内での
掲示

曽爾村 ポスター掲示 6月1日(月) ～ 6月30日(火) 役場庁舎内 曽爾村 村民 来庁者向けに、男女共同参画週間の周知ポスター掲示

御杖村 ポスターの掲示 6月1日(月) ～ 6月30日(火) 本庁舎 御杖村 村民全般
来庁者向けに「男女共同参画週間」ポスターの庁舎内への掲
示

高取町 ポスターの掲示 6月23日(火) ～ 6月29日(月) 高取町役場 高取町 町民 男女共同参画週間の周知ポスターを掲示

明日香村 ポスターの掲示 6月23日(火) ～ 6月29日(月) 村内公民館等 明日香村 村民 利用者等向けに、男女共同参画週間の周知ポスターを掲示

特設男女共同参画図書コーナー 6月23日(火) ～ 6月28日(日) 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、ポスターの展示
（新型コロナウイルス感染症の影響により、図書館が閉館に
なった場合は中止）

ポスター掲示 6月23日(火) ～ 6月29日(月) 役場庁舎内等 上牧町 町民 庁舎内等にポスターを掲示

男女共同参画週間啓発パネル展 6月23日(火) ～ 6月30日(火)
王寺町
地域交流センター

王寺町 来館者 国立女性教育会館アーカイブセンター所蔵パネルの展示

図書貸出 6月1日(月) ～ 6月30日(火)
王寺町
地域交流センター

王寺町 利用登録者 図書コーナーでの関連書籍貸出

広陵町 男女共同参画図書コーナー特設 6月23日(火) ～ 7月9日(木) 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
（※新型コロナウイルスによる図書館の開館制限が無い場合に
限る）

河合町 図書展示 6月19日(金) ～ 6月27日(土) 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）

三郷町

未定

川西町

平群町

王寺町

宇陀市

上牧町
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吉野町 ポスター掲示 6月23日(火) ～ 6月29日(月) 吉野町役場 吉野町 町民 庁舎等に男女共同参画週間のポスターを掲示

大淀町 ポスター掲示 6月23日(火) ～ 6月29日(月) 大淀町役場 大淀町 町民 庁舎等にポスターを掲示

下市町 ポスター掲示 6月23日(火) ～ 6月29日(月) 下市町役場 下市町 町民 期間中、担当課にてポスターを掲示

黒滝村 男女共同参画週間中にポスター展示 6月23日(火) ～ 6月29日(月)
村役場等村内公共施
設

黒滝村 村民 男女共同参画週間ポスターの展示等を行う

天川村 ポスター掲示 6月1日(月) ～ 6月30日(火) 天川村役場庁舎内 天川村 村民 男女共同参画週間のポスターを庁舎ロビーにて掲示

野迫川村 ポスター掲示 6月23日(火) ～ 6月29日(月) 野迫川村役場 野迫川村 村民 男女共同参画週間にポスター掲示を行います。

十津川村 ポスター掲示 6月22日(月) ～ 6月30日(火) 住民課窓口 十津川村 村民 男女共同参画週間にポスター掲示を行います。

下北山村 ポスター掲示 6月23日(火) ～ 6月29日(月) 下北山村役場　他 下北山村 村民 庁舎等にポスターを掲示

上北山村 ポスター掲示 6月1日(月) ～ 6月30日(火)
上北山村振興セン
ター

上北山村 村民 庁舎等にポスターを掲示

川上村 ポスター掲示 6月1日(月) ～ 6月30日(火) 住民福祉課窓口 川上村 村民 庁舎内に啓発ポスターの掲示を行う。

東吉野村 ポスター掲示 6月23日(火) ～ 6月29日(月) 東吉野村役場庁舎内 東吉野村 村民 庁舎等にポスターを掲示
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