
平成２３年度男女共同参画推進月間 市町村の事業

開催日 曜日 時間 会場名 所在地 内容 講師等 名称 電話番号

11月5日 土 15:00～17:00 男女平等参画塾Part1 みと文化交流プラザ 水戸市五軒町 男の整活力セミナー ライフスタイリスト 中村信子 水戸市役所男女平等参画課 029-226-3161

11月12日 土 9:30～12:30 みと考聞塾2011第４回 みと文化交流プラザ 水戸市五軒町 講演「歩いてふれて考えよう 災害と水戸のまち」 (株)まちプラン研究所会長 髙野 賢 水戸市役所男女平等参画課 029-226-3161

11月12日 土 13:30～15:30 男女平等参画塾Part2 みと文化交流プラザ 水戸市五軒町 講演「気づいてＤＶ 支えてＤＶ」 医師 和田由香 水戸市役所男女平等参画課 029-226-3161

11月19日 土 10:00～13:00 男の料理講座 みと文化交流プラザ 水戸市五軒町 男の料理 基本のキ！
はとりクッキングスクール理事長
羽鳥 達也

水戸市役所男女平等参画課 029-226-3161

11月18日 金 13:30～16:00 シンポジウム「女性と人権」 日立市女性センター 日立市鮎川町 基調講演及びシンポジウム
国連女性差別撤廃委員会委員
林 陽子氏 ほか

日立市女性センター
(日立市らぽーる協会)

0294-36-0554

11月23日～27日 水～日 9:00～21:00 男女共同参画に関する小学生の絵画展示 日立市十王交流センター 日立市十王町 男女共同参画に関する小学生の絵画展示 日立市女性青少年課 0294-35-1466

（午前）
第３次土浦市男女共同参画推進計画に関する講演

（主催）土浦市
（講師）筑波大学大学院准教授
樽川 典子氏

土浦市男女共同参画課 029-827-1107

（午後）
ワークショップ：語り合おう「土浦の震災の現状」
～そのときあなたは～

（主催）土浦市女性団体連絡協議会
（現状報告）土浦市総務課

9月30日
～11月11日

古河男（こがだん）・
「イクメン」「カジダン」写真募集！

古河市役所
企画課男女共同参画室

0280-92-3111

11月13日 日 10:00～12:00 男女共同参画推進講座 古河市福祉の森会館 古河市新久田271-1 「女性消防団員の活動と自主防災力」
女性消防団員
古河消防署職員

古河市役所
企画課男女共同参画室

0280-92-3111

石岡市 11月20日 日 14：00～15：30 さわやかセミナー公開公演会 ひまわりの館 大砂10527-6 「人生マウンテンありバレーあり」 ルー大柴（タレント） 石岡市役所企画課 0299-23-1111

結城市 11月10日 木 13:30～15:30 男女共同参画推進セミナー 結城市民情報センター 結城市国分町1-1-1 講演「地域の女性史」
女性史研究者
山村 淑子

結城市役所女性政策室 0296‐34‐0407

龍ケ崎市
11月1日～11月30

日
火～水 8:30～17:15 男女共同参画推進月間啓発パネル展

龍ケ崎市役所
１階ホール

龍ケ崎市3710 男女共同参画へのメッセージ作品展等 龍ケ崎市役所市民協働課
0297-64-1111
（内線438･439）

10月26日 水 13:30～15:30 職員研修会 常総市役所第一分庁舎 常総市水海道諏訪町 ＤＶについて学ぶ 茨城県女性青少年課 常総市役所市民協働課 0297－23－2145

11月17日 木 全戸配布チラシ 女性相談についての周知 常総市役所市民協働課 0297－23－2145

11月27日 日 13:30～16:00 親子体操・救急救命教室 水海道シティハイツ集会室 常総市水海道山田町 父と子で救急救命を学ぶ 常総広域消防 女性団体じょうそう事業委員会 0297－23－2145

高萩市 １１月 男女共同参画ポスター展 中央公民館 高萩市高萩17-3
市内中学生のポスター展（テーマは、共同参画、ワーク・
ライフ・バランス、夫婦円満）

高萩市役所経営企画課 0293-23-2118

【午前】講演
「レオニー」に学ぶ，不運な体験をプラスに変える力

映画監督・脚本家
松井 久子

【午後】映画上映会
「レオニー」

笠間市 11月19日 日 12:30～15:40 かさま男女共同参画推進フォーラム2011 友部公民館 笠間市中央 寸劇，推進作品表彰式，推進事業者認定式，講演会 落語家 林家花丸
笠間市役所秘書課
男女共同参画推進室

0296-77-1101

取手市 11月27日 日 10:00～15:00 女と男ともに輝くとりでの集い 取手市白山公民館 取手市白山
市民パネルディスカッション(大人,小学生），
啓発コーナー，婚活コーナー

取手市秘書課 0297-74-2141

11月12日 土 13:30～15:30 生き方・暮らし方講座 牛久市保健センター研修室
牛久市中央３－１５－１
市役所敷地内

活力をみたす心とからだのリセット術
～輝いて生きるための健康づくり～

武藤幸枝氏
（心理カウンセラー・中高老年期運動指導

牛久市男女共同参画推進室 029-873-2111

11月19日 土 13:30～15:30 ふれあいパーティー ラ・テラス・ドゥ・オエノン
牛久市中央３－２０－１
ｼｬﾄｰｶﾐﾔ内

独身男女の出会いの場を提供する 牛久市ﾈｯﾄﾜｰｶｰ連絡協議会主催 牛久市市民活動課 029-873-2111

11月11日 金 13:30～15:30 働く婦人の家・男女共同参画室共催講座 働く婦人の家 つくば市沼田40-2 講座「旅行ミニ英会話と異文化紹介」 アビ・ランダウ氏 つくば市働く婦人の家 029-866-2127

11月12日 土 9:30～15:00
二の宮交流センター後期講座(男女共同参画室共
催)

二の宮交流センタｰ つくば市二の宮4丁目6-2 講座「親子で楽しむ野外料理」 五十嵐亨氏 つくば市二の宮交流センター 029-852-5488

11月20日 日 13:00～15:00 男・女(ひとひと)セミナー後期講座
つくばサイエンス・インフォメー
ションセンター

つくば市吾妻1-10-1 パネルディスカッション「子育てパパトーク」 山﨑大地氏ほか5名 つくば市男女共同参画室 029-883-1111

11月26日 土 13：30～15：30 ハーモニーひたちなかフォーラム ワークプラザ勝田 ひたちなか市東石川
トーク＆コンサート
「君は君のままで～楽楽子育て応援プロジェクト～」

作曲家・ピアノ教育家 樹原 涼子 ひたちなか市役所女性生活課 029-273-0111

11月27日 日 10：00～15：00 ハーモニーフェスタ2011 ワークプラザ勝田 ひたちなか市東石川 パネル展示，各団体発表 ひたちなか市役所女性生活課 029-273-0111

鹿嶋市 11月6日 日 10:00～11:30 男女共同参画推進大会 鹿嶋市まちづくり市民センター 鹿嶋市宮中4631-1
講演「一人一人がすばらしい」～サザエさん一家は幸福
みつけの達人ぞろい

増岡 弘 鹿嶋市役所まちづくり推進課 0299-82-2911

筑西市 11月23日 水・祝 13：00～16：00 男女共同参画宣言都市記念式典 ダイヤモンドホール 筑西市玉戸1053－4
宣言文群読、作文・標語・ポスターコンクール入賞者表
彰、記念講演ほか

評論家・東京家政大学名誉教授
樋口恵子さん

筑西市役所市民協働課 0296-23-1600

坂東市 11月19日 土 13:00～15:00
いい夫婦の日イベント
「夫婦の夢！宇宙への旅たち」講演会

坂東市立岩井図書館
視聴覚室

坂東市岩井5082 ～主夫が支えた夫婦の夢、家族が叶えた宇宙への夢～ 国際宇宙サービス 代表 山崎 大地 坂東市役所市民協働課
0297-35-2121
（内線1252）

桜川市 11月22日 火 13:30～16：30 シトラスすきっぷセミナー
桜川市大和ふれあいセンター
『シトラス』

桜川市羽田989－1 児童虐待現状とその対応 小野澤正俊
桜川市役所企画課
市民協働推進室

0296－20－6300

13:00～ 善行青少年の表彰

13:30～ 講演会 「ゴスペルソングに救われて」 ゴスペル歌手 市岡 祐子

11月30日 水 13:35～14:25 伊奈中学校 つくばみらい市市野深

11月29日 火 13:35～14:25 伊奈東中学校 つくばみらい市南太田

11月25日 金 10:40～11:30 谷和原中学校 つくばみらい市古川

12月2日 金 13:35～14:25 小絹中学校 つくばみらい市絹の台

小美玉市 11月26日 土 10：00～13：00
小美玉市男女共同参画推進事業
「父と子の料理教室」

四季健康館 小美玉市部室1106 食育教室・料理教室 小美玉市食生活改善推進員 小美玉市役所企画調整課 0299-48-1111

東海村 10月28日 金 14:00～15:30 セクハラ・パワハラ防止講演会 東海村役場 東海村東海3-7-1 講演会「知らなかった！で加害者にならないために」 弁護士小川佳子 東海村役場自治推進課 029-282-1711

阿見町 11月1日～30日 火～水 男女共同参画啓発チラシ配布 阿見町内 男女共同参画社会全般 阿見町役場町民活動推進課 029-888-1111

境町 11月20日 日 13:00～16:00 さかい「男と女ともに輝く」つどい 境町役場 猿島郡境町391番地1 討論会（バズセッション）
境町役場
まちおこし推進室

0280－81－1304

行方市企画政策課
行方市生涯学習課

0299-72-0811
0291-35-2908

土浦市大和町9-2
ウララビル2 ７階

11月20日 日 13:00～15:00 青少年育成講演会 行方市文化会館 行方市山田2175

行方市宇崎１３８９

土浦市男女共同参画センター

北茨城市役所企画政策課土 11:00～15:15

男女共同参画事業
「いきいきステップアップ講座」
（マイライフいきいきセミナーに県男女共同参画推進
員と推進団体会員が参加）

レイクエコー

内容・講師等

（展示は12月中・来場者投票実施、表彰は市週間内2月11日イクメン座談会にて）

水戸市

日立市

土浦市

古河市

11月20日 日 10：00～15：30 土浦市男女共同参画センターフェスティバル

ひたちなか市

0293-43-1111

つくばみらい市 中学生への男女共同参画啓発 みんなが，自分らしく生きるために 市職員
つくばみらい市役所
市長公室秘書広聴課 0297-58-2111

行方市

北茨城市

※内容等は変更になる場合がございます。詳しくは各事務局にお問い合わせください。

常総市

牛久市

つくば市

10月29日

市町村名
開催日時 問い合わせ先

イベント等の名称
会場


