
3F 4F

2月6日（金）・7日（土）・8日（日）

■3階・展示
内容 団体名 ブース

グアテマラの笑顔：就学・自立支援活動展示、フェアトレード販売 青い空の会 3F・あ
男女共同参画20年を軸に更なる学びに向けて 女性フォーラムあげお 3F・い
環境問題解決はできることから始めようを合言葉に活動しています 彩の国環境大学修了生の会 3F・う
古式豊かな物作り・人・自然・触れて感動して！！ ぐるーぷ「倶楽志」in飯能 3F・え
バングラデシュの自然素材を使い当地で手仕事をしています Sakura  Mohila (サクラ・モヒラ) 3F・お
手作り作品のチャリティ。染、織、陶、七宝、籐、アクセサリー他 埼玉県女流工芸作家協会 3F・こ
いけばなから、やすらぎとエネルギーを!! いけばなインターナショナル埼玉支部 3F・さ

「ほっと越谷」パープルリボンキャンペーンキルト展示 越谷市男女共同参画支援センター「ほっと越谷」 3F・た
やりました! この1年。サポートスタッフの活動を紹介します With You さいたま サポートスタッフ 3F・ち

■3階・ハンドワーク展
内容 団体名 ブース

絹のような光沢と手触り綿織物の逸品! 野田双子織研究会 3F・か
ふわCHIKUペッタン〜小さな手しごと〜バッグやブローチなど 883+1 WORKS 3F・き
天然石を使った安価でお洒落なアクセサリーの制作をしています CoCo 3F・く
裂織ベスト、バッグ、マフラー、ジャケット。着物のリメイク洋服他小物があります 手織サークル「茜」 3F・け
古布のぬくみをあなたに−小物からバッグまで− 早蕨（さわらび） 3F・し
3R日本伝統の絹織物をリサイクル（帯バック、インナーバッグ） ABC工房 3F・す
手作り布小物とビーズアクセサリー、ちびがまワークショップ きゅぽらんしぇ 3F・せ
使い易い手作りバッグ、プリント布のトートバッグ、紙バンドかご 包（ぱお） 3F・そ

■4階・展示
内容 団体名 ブース

培った経験を収入、社会参加に繋げ生涯現役 こしがや地域ネットワーク13（ケネット13） 4F・な
「7 ヶ国語で話そう。」多言語のあるくらし、国際交流の活動紹介 言語交流研究所 ヒッポファミリークラブ 4F・に
「ウーマノミクス」ってなに?　「ワークライフバランス」 W L B 川口サンピラー 4F・ぬ

女性も男性も住みやすい街づくりをめざして 川越市女性団体連絡協議会 4F・ね
写真を楽しくアルバムに整理！ VS　写真をきれいに飾る！ メモリーズ（スクラップブッキング） 4F・の
ネットワークと加入メンバーの活動報告〜ゆるやかなつながりで〜 女（ひと）と男（ひと）いきいきネットワーク久喜 3F・は
ルワンダの女性たちと社会進出〜平和維持と生活の安定を願って〜 グループ・フォー Friends of Rwanda 4F・ひ
論理療法カウンセリングで心を楽に元気に!! さいたま論理療法研究会 4F・ふ
成年後見制度と市民後見人。活動紹介と仲間募集とミニ相談 NPO法人 市民後見センターさいたま 4F・へ
性被害を生まないためにあなたができること。私にできること Luce-ルーチェ -（性被害セルフサポート） 4F・ほ
CAP（子どもへの暴力防止プログラム）とは? CAPとらいあんぐる 4F・ま
平成26年の活動状況 上里町男女共同参画アドバイザーの会 4F・み
上里町の女性団体の活躍を紹介します 上里町女性団体連絡協議会 4F・む
1年間の活動を紹介します／エコせっけんの販売 上里町男女共同参画推進センター事業活動推進委員会 4F・め
1年間の活動状況と「防災頭巾」の紹介。会員手作り小物販売 上里町女性会議 4F・も
シングルマザーサロンの報告〜こども☆夢☆未来フェスティバル2014 〜 NPO法人 彩の子ネットワーク 4F・や
未来ある子どもたちに支援の輪をつなごう!! 東日本大震災遺児支援 かんがるーの会 4F・ゆ
埼玉県内に拡がっている避難者交流のネットワークの活動も紹介します さいがい・つながりカフェ実行委員会 4F・よ
小中高生から大人まで対象にごみ減量の啓発活動 ちちぶ共同参画協議会（ほっとラインちちぶ・くらしの会） 4F・ら

〒330-0081 さいたま市中央区新都心2-2（ホテルブリランテ武蔵野3・4F）

埼玉県男女共同参画推進センター(With You さいたま) 

※With you さいたまの利用者用の駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。

【 T E L 】
【Mail】

■お申し込み ＆ お問い合わせ

048-601-3111
m013111f@pref.saitama.lg.jp
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彩の国
埼玉県

平成27年2月6日● 7日● 8日●
13:00～16:30 9:30～ 16:30 9:30～16:00

金 土 日 入場
無料

1 / 5（月）
申込受付開始

男女共同参画団体が勢ぞろい！ 発表や展示がいろいろ!
男女共同参画を学び、仲間と交流する3日間

埼玉県のマスコット「コバトン」

近年、女性アスリートの活躍は目覚ましいものがありますが、一方で指導の現場でのセクハ
ラや暴力といった問題も指摘されています。
フランス代表チームを指導し、海外の選手育成事情にも詳しい溝口さんからスポーツの未
来に込めた思いを語っていただきます。

講師：溝口紀子（静岡文化芸術大学准教授）
14：00～15：30　会場：With You さいたまセミナー室

申込み・問合せ

つながる・ひろがる・未来をつくる

主催／埼玉県男女共同参画推進センター （With You さいたま）／フェスティバル実行委員会

電話、メール、電子申請（ホームページより）
①氏名（ふりがな） ②住所（市町村名） ③連絡先電話番号 ④保育の有無を明記の上、
「フェスティバル講演会」係まで
◎参加費無料 ◎定員：150名（先着順）
◎保育申込締切：平成27年2月1日（日）まで 6か月以上の未就学児 20名（要予約） 1人につき300円

～アスリートであること・女性であること～
「性と柔（やわら）」

第13回

With You さいたま
フェスティバル

講演会2/8 日

埼玉県男女共同参画推進センター（With You さいたま) 
Tel／048-601-3111　Fax／048-600-3802
Mail／m013111f@pref.saitama.lg.jp
ホームページ　　　　　　　　　 でWith You さいたま 検索

プロフィール

みぞぐち・のりこ
静岡文化芸術大学准教授（スポーツ社会学）
静岡県教育委員会委員長

1971年生まれ。92年バルセロナ五輪女子
柔道・銀メダリスト。同年、埼玉県民栄誉賞
受賞。97年埼玉大学大学院修了。02～04
年、日本人初のフランス代表柔道コーチを
務める。著書に『性と柔　女子柔道史から問
う』（2013年）ほか。

N O R I K O  M I Z O G U C H I

■展示・ハンドワーク展

さいたま新都心駅より

徒歩5分
JR北与野駅より

徒歩6分

ホームページ　With You さいたま   で   検索
With You さいたま
ホテルブリランテ武蔵野3・4階

■フェスティバルに参加中のお子さまをお預かりします　［対象イベント］政策提言講座・舞台発表・ワークショップ・講演会　○要予約お1人300円



■舞台発表 ■ワークショップ
■2月7日（土）

タイトル名 内容 団体名 時間

私の体は誰のモノ?
落語で解る
リプロ何とか

お城のしきたりでは、跡取りは直系の男
子。しかし待望の第一子は女の子。若奥
様に、もう一人産めとは言えない。困った
お殿様は…。

千
せんきんてい

金亭 値
あたいせんきん

千 金 9:30 〜 10:00

社会的弱者を支える
地域防災ネットワーク

大地震や自然災害など、いざというときに
役立つ地域防災ネットワーク。外国人の
防災を考える会の取り組みから得たもの
は？

NPO法人
みんなのまち
草の根ネットの会

10:05 〜 10:35

高齢期の男女共同参画
《リセットはお早めに》

なの花会オリジナル紙芝居「リセットはお
早めに」は10年前に作成し上演したもの
です。この10年の変化を考えるいい機会
と再演します。

女性問題学習グループ
なの花会 10:40 〜 11:10

お片付けの第1歩として、
アルバムの整理を
学ぼう!

どんどんたまっていく、なかなか捨てられ
ないなどの理由で増える写真。それらの
大切な写真を簡単に楽しく整理する方法
の紹介。

メモリーズ
（スクラップブッキング） 11:15 〜 11:45

男女差より能力差!
ルワンダの若者たちは今

ルワンダでも若者の就職は厳しい。男女
の別なく教育を受けられる環境がますま
す大切に。教育への支援が社会の安定に
つながる。

グループ・フォー
Friends of  Rwanda 11:50 〜 12:30

紙芝居・郷土の義人
飯塚廣太郎物語

大正〜昭和初め烏川、神流川の流域が、
民有地から官有地にされようとした時に、
一農民が県と河川敷裁判を起こし勝訴し
た物語です。

上里町男女共同参画
アドバイザーの会 13:00 〜 13:30

防災・減災に
女性の視点を!!
パート2

3・11の震災後も各地で様々な災害が起き
ています。防災意識の再確認と、災害時
に女性の抱える課題をテーマにした朗読
劇です。

上里町女性会議 13:35 〜 14:15

セルフカウンセリングで
心を楽に元気に!!

わたしたちの感情・行動は、自分自身の考
えで決まる。独断的、非合理的な思い込
みを合理的な考え方に変えて、心を楽に
しよう!

さいたま論理療法研究会 14:20 〜 14:50

男女共同参画は
子どもの時から

脚本も人形もすべて会員が作成いたしま
した。まだまだですが、一同努力していま
す。

川越市女性団体
連絡協議会 14:55 〜 15:20

体に良い健身気功と
太極拳

中高年を中心として、ゆっくりとした動き
で心身を鍛え、健康で楽しいサークル作
りの中から毎日を元気に過ごす体力づく
りをしませんか。

埼玉導引養生功連盟 15:25 〜 15:55

「大人の放課後くらぶ」
で楽しい出会いを

Ｗith You さいたまサポートスタッフの自
主企画「大人の放課後くらぶ」から新たな
発見！

With You さいたま
サポートスタッフ 16:00 〜 16:30

■2月8日（日） 午前の部
タイトル名 内容 団体名 時間

男女共同参画を
推進するための啓発活動
紙芝居と朗読

紙芝居「いなむらの火」〜防災意識の確認〜
朗読（1）「自分を信じて」〜女性の生き方〜
朗読（2）「マララのこと」〜女性人権活動家〜

エガリテ・セツコ 青木 9:30 〜 10:00

リタイヤ後の夫婦の
あり方

リタイヤした夫婦間の悩みをよく聞きま
す。夫婦の絆を長続きさせるには定年退
職後の夫と妻との関係はどうすれば良い
のでしょうか。

男女共同社会を
すすめる会 10:05 〜 10:25

「ウーマノミクス」
活かして、みんなが
幸せに…!

男性も女性もお互い尊重し、誰もが輝け
る社会…そんな活気あふれる社会のキー
ワードが「ウーマノミクス」です。

W L B
川口サンピラー 10:30 〜 10:55

「花を通じての友好」
心にうるおいを！！

暮らしの中でのいけばなで、やすらぎとエ
ネルギーを感じていただけたら幸いです。

いけばな
インターナショナル
埼玉支部

11:00 〜 11:30

ダイバーシティと
男女共同参画の関係性

昨今話題のウーマノミクスや男女共同参
画と「ダイバーシティ」の関係性について
言及し、更なる活動の礎にして頂きたいと
思います。

NPO法人
わぁくらいふさぽーたー 11:35 〜 12:05

■2月7日（土） 10:00 〜 12:00
タイトル名 内容 団体名 時間

女性の社会参加活動キャリアの
視点からビアトリクス・ポターの
生き方を学ぶ

1.ビアトリクス・ポターの作品朗読、解説、ポターの絵手紙紹介。
2.ワークショップで学び合い、発表を通して交流する。

ヌエック・ポターノット
の会 セミナー室3

彩の国環境大学修了生の会の
活動報告

気になりませんか!  身の回りの製品「つめかえ用」って環境に優しいの?  “こんな工夫
で減らせます”プラスチックごみ

彩の国環境大学
修了生の会 セミナー室4

親子で参加できるワークショップ
「多言語でゆる〜く子育て!」

親子で一緒に参加いただき、多言語のおもしろさを体感して、世界を身近に感じてい
ただけたらと思います。0歳から参加OKです。

言語交流研究所
ヒッポファミリ―クラブ セミナー室5

With You さいたまサポートスタッフ
おすすめの映画上映会

パレスチナ女性の闘いを描いた『目線』。シリアの既婚女性が現実を語った『壺』。女性
監督によるドキュメンタリー２作品を上映。

With You さいたま
サポートスタッフ

視聴覚
セミナ—室

さいがい・つながりカフェ開店中！ 被災地からいらした方々が安心して交流し、情報交換するための場です。
埼玉県の暮らしの情報提供や、つながりづくりにお寄りください。

さいがい・つながりカフェ
実行委員会 和室

■2月7日（土） 13:00 〜 14:30
タイトル名 内容 団体名 時間

落語と歌で解る
男女共同参画とリプロ何とか

「セクハラやじ」は女性のどんな人権を傷つけたのか?  ジイちゃん!  バアちゃん!  その
歌を歌う前に何か考えることはありませんか? 千

せんきんてい

金亭 値
あたいせんきん

千 金 セミナー室3

論理療法カウンセリング
紹介ミニ講座

不安やうつ、怒りなどが生じる仕組み、原因を明らかにし、激しい感情をやわらげ、問
題解決に役立つ行動につなげるにはどうするか。 さいたま論理療法研究会 セミナー室4

喪失に寄り添う傾聴ｰ大規模災害
被災者支援の今までとこれからｰ

大規模災害では多くを失う可能性があることに胸が痛みます。喪失に寄り添う聴き方
を体験してスキルアップを目指してみませんか？

NPO法人
埼玉カウンセリングセンター セミナー室5

女性のからだと健康 女性の生理的役割と資質を発揮していく上で様々な障害があります。実際の診療の中
から美しく過ごしていただく課題を考えます。 埼玉婦人問題会議 視聴覚

セミナ—室

①傾聴・活動紹介
②エコカードなど手作り講習

①ほっとラインちちぶの活動と、傾聴します。
②もったいないを合言葉に再利用作成の実践。カード入れ、おてふきタオルなど ちちぶ共同参画協議会 和室

■2月7日（土） 14:50 〜 16:20
タイトル名 内容 団体名 時間

写真をきれいに飾るスクラップ
ブッキング〜バレンタイン編〜

作って楽しい♪もらって嬉しい♪
オリジナルのプレゼントを作りましょう!!定員15名　子ども連れOK

メモリーズ
（スクラップブッキング） セミナー室3

片づけ相談（利き脳チェック付） 片付けと脳とは深い関係にあるのをご存じですか?  あなたにあった方法が見つけや
すくなる利き脳チェックも活用して、片づけをもっとラクに。

ライフオーガナイザーの会
さいたま セミナー室4

富岡製糸の産業を支えてきた
女性たちの生き方「明治から現在まで」

世界遺産となった富岡製糸場が基幹産業として明治5年に設立され、その時正規の働
き手として女性が認められた。歴史の中の女性達の生き方を語る。

埼玉県男女共生団体
連絡協議会 セミナー室5

データ解析に基づいた
男女共同参画のススメ

地域経済が男女共同参画とどのような関係にあるか、埼玉県内市町村のデータを分析
することにより明らかにしようとします。 小林 敦子 視聴覚

セミナ—室

「あなたの身近な人が性被害に
あったら、なんて声をかけますか」

性被害にあう前になにができるのか。被害後どうすればいいのか。子どもでもわかる
ような内容でお待ちしております。

Luce -ルーチェ -
（性被害セルフサポート） 和室

論理療法カウンセリング体験 自分の感情がどのように起きるか。最近生じた感情を振り返って、体験的に理解し、
どう対処すればいいかを理解していただきます。 さいたま論理療法研究会 準備室2

■2月8日（日） 10:00 〜 12:00
タイトル名 内容 団体名 時間

介護・子育て・お墓アラカルト 身近におこっていること、足を止めて考え演じます。私の問題・あなたの問題があるは
ずです。観て伝えてください。 川越・参画座 セミナー室3

公開講座
「学校空間とジェンダー」

ジェンダーは私たちの中にどのようにして作られるのか。学校時代の記憶を手掛かり
に自分のなかにあるジェンダーを掘り下げます。 共学ネット・さいたま セミナー室4

ガールスカウト
〜みんなのチカラ ひとつに〜

東日本大震災被災地復興支援〜今もあなたのチカラを必要としている人たちがいま
す。今を知り、自分にできることを見つけよう。

（一社）ガールスカウト
埼玉県連盟 セミナー室5

「自分史を書こう!」 幼少時代を中心に綴る。書くことで、半生が客観的に見えてきて、自分の思いこみな
どに気づく。後半生を仕切り直して始められる。

NPO法人
越谷カウンセル

視聴覚
セミナ—室

「大人の放課後くらぶ」
恒例のカルタ大会

With You さいたま秘蔵のカルタで考える男女共同参画。読み手も取り手も思わずハ
ッとする?!楽しいひとときを。

With You さいたま
サポートスタッフ 和室

15分間の無料カウンセリングを
体験してみませんか

人間は無限の可能性があり、信頼関係のもとこころの整理ができます。自分をさらけ
出し、いやされてみませんか。

関東中央カウンセリング
セミナー 準備室2

女性からの政策提言講座成果発表会
2月6日（金）13:30〜 16:30
埼玉県在住のさまざまな立場の女性たちが、生活や活動の実感から「政策提言」を
発表します。11月に朝霞会場・川越会場で開 催した講座の成果発表会です。

受講者からの「政策提言発表」　　
「〈埼玉で次世代を育む〉を幸せにするしくみを考えてみました」

【 成 果 発 表 】

「埼玉で次世代を育むためのあれやこれや」
[ゲスト]	新井 純子氏(ぐるーぷあれこれ代表)
	 森田 圭子氏(NPO法人わこう子育てネットワーク代表)　ほか

【シンポジウム】

2月7日（土）・8日（日） 

▲ ▲
 4階セミナー室1・2 2月7日（土）・8日（日） 

▲ ▲
 4階セミナー室3・4・5　視聴覚セミナー室・和室・準備室2

女性キャリア
センター

セミナー室1・2
舞台発表

＝舞台発表会場 ＝ワークショップ会場

和室保育
室

トイレ

パウダー
ルーム

自動
販売機

コイン
ロッカー

セミナー
室5

セミナー室4
セミナー室3

準備室
2

準備室
1展

示
会
場

展示会場 休憩スペース

視聴覚
セミナー室

階
段
階
段

4F

▼ 舞台発表・
　 ワークショップ会場

4階・福祉のお店

2/7（土）11:30 〜

ヘルシーでおいしいお弁当の販売

やどかりの里エンジュ

2/8（日）11:30 〜

国産小麦でつくったおいしいパンをどうぞ。

国産小麦のパン屋さん
きりしき共同作業所

3階・福祉のお店

2/7（土）・8（日）

赤ちゃんグッズ、足ふきマットなど、
生活便利品を多数品ぞろえ。
手づくりジャムも販売。

美サイクルを楽しむ作業所
「グローブ」

2/7（土）・8（日）11:30 〜

おいしいパンをそろえて、お待ちしています。

障がい者の自立を支援する
「焼き立てパンの店」
スワンベーカリー 北浦和店

コバトングッズ、お菓子など。

2/7（土）・8（日）
障がいのある人もない人も共に働く
アンテナショップ かっぽ

2/6（金） 11：30 〜
開会式〜参加団体交流会〜

（関係者のみ）


