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事業所
でご活用ください♪　  

男女共同参画支援センター情報誌「リズム」を希望する事業所
に送付します。「リズム」は宇治市ホームページからもダウンロー
ドできますのでご活用ください。

●情報誌「リズム」の送付
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男女共同参画支援センター情報誌「リズム」を希望する事業所男女共同参画支援センター情報誌「リズム」を希望する事業所
●情報誌「リズム」の送付●情報誌「リズム」の送付
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3 階情報ライブラリーおすすめ図書　
●図書貸出しはお一人 3 冊 2 週間までです。貸出カードをおつくりします。

おすすめ★

貧困をなくすために、
できることはたくさ
んある。いま注目が
集まる「女性のエン
パワーメント」の具
体的事例を満載し、
私たちひとりひとり
が「足元のアクショ
ン」を考えるヒント
にあふれた一冊。

ベッツィ・トイチュ  著　英治出版

『WOMEN
　    EMPOWERMENT 100』

「N女」=「NPOで
働く女子」たちと
は一体何者なの
か。N 女たちの苦
悩と模索、生き様
を通して、NPO
の存在意義と未
来の行方につい
て考察したノン
フィクション。

中村安希  著　フィルムアート社

女の子は本当に
〈ピンク〉が好きな
のか。国を越えて
これほど多くの
女児がピンク色
を好むのは、なぜ
なのか。〈ピンク〉
の歴史と現代女
児カルチャーの
考察。

堀越英美  著　Pヴァイン

講 演 会

男女共同参画週間
啓発展示

『女の子は本当にピンクが
　　　　　　  好きなのか』 『Ｎ女の研究』

宇治市男女共同参画支援センター　ご案内宇治市男女共同参画支援センター　ご案内
宇治市男女共同参画支援センターは、男女共同参画に関する施策の実施や、市民の皆さんによる
男女共同参画の推進に関する取り組みを支援する施設です。詳しくはセンターまで。

●会議室（４階）を利用する
会議室1（84席）、会議室2（24席）を学習会、セ
ミナーなどの会場として利用できます（有料）。

● アドバイザー派遣を利用する
「男女共同参画」や「女性問題」に関する研
修会や学習会等に講師として、女性問題ア
ドバイザーを派遣します。費用は無料です
が、会場は申込者でご用意ください。

●活動スペース（３階）を利用する
個人やグループで自由に利用いただける
スペースです。ミーティングや打ち合わせ
などにご利用ください。

●印刷室（１階）を利用する
市民活動のための資料や会報づくりに印
刷機を利用できます（有料）。用紙は各自で
ご用意ください。

● 無料相談を利用する
◇男性のための電話相談（予約不要／39-9377）
男性が抱える悩みの相談に、男性の相談員が電話で
応じます。
毎月第３金曜日　午後６時～８時
◇女性のための相談（予約制／予約電話39-9379）
女性が抱えているさまざまな悩みの相談に、女性の相
談員が応じます。保育あり。
一般相談…毎週火・木曜日、毎月第２日曜日　午後１
時半～４時半、第３火曜日は午前10時半～午後０時
半も相談できます
専門相談…一般相談後、必要に応じておつなぎします。
フェミニスト・カウンセリング／法律相談／こころとか
らだの相談
◇ここからチャレンジ相談（予約制／予約電話39-9377）
さまざまな分野でチャレンジしようとしている女性を
支援し、実践に役立つアドバイスをします。保育あり。
原則第２・４金曜日　午後１時～７時
◇起業カフェ　yu k i c h i（予約不要）
起業にまつわる情報収集や交流ができる会を定期的
に実施しています。
原則奇数月の第４金曜日　午後５時半～６時50分
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講 演 会講 演 会講 演 会講 演 会講 演 会

 男女共
同参画週間  UJIのつどい

誰もがそれぞれ生まれ持った力を充分に発揮し、生き生きとした生活を送るために…
運動の前には準備体操で体をほぐすように、「心のストレッチ」で心をほぐし、様々なストレスに負けない
「やわらかい心」を育ててみませんか。
人気声優による、朗読や歌を交えたコンサートのような講演で、心温まる癒しのひとときをお届けします。

６月 17日（土）　13：30～ 15：30（受付13：00～）
「心のストレッチ」 「心のストレッチ」 
  ～やわらかい心で自分らしく生きる～

①氏名②住所③連絡先（電話・メールアドレスな
ど）④保育希望者は子の名前（ふりがな）・年齢⑤手話通訳・要
約筆記希望者はその旨を記入の上、６月４日（日）まで（必着）
に、郵送・電話・ファクス・Ｅメールか直接センター窓口へ。
参加の可否については、後日はがきでお知らせします。

■申　込

■講　師    佐久間 レイさん  （声優・歌手・劇作家）
■参加費　無料
■対　象　小学４年生～大人対象
　　　　　　　 ※大人向けの講演ですが、小学４年生から参加出来ます。
■定　員　100人（多数の場合は抽選）
■保　育　2歳～小学3年生（要申込・多数の場合は抽選）
■手話通訳・要約筆記　（要予約）　

さ　く　ま れ　い

６月２３日（金）～２９日（木）は
男女共同参画週間です。

市では、地域に根ざした男女共同参画社会の形成に向けて 
男女共同参画週間UJI のつどいを開催します。

●講師プロフィール
声優・歌手として活躍する一方、劇作家として命や絆などについ
ての物語を執筆。また、シングルマザーとして「子育て」「女性
の生き方」「人権」をテーマに講演。絵本や物語を一人語りで演じ、
歌を交え、コンサートのような時間を創り出し、世代を超えて好評
を得る。横浜市教育委員会「いじめ110 番 キッズライン」のスタッ
フを３年間務める。
主な出演作品は「それいけ！アンパンマン」バタコ、「魔女の宅
急便」ジジ、「ムーミン」ミイ、「おねがいマイメロディ」マイメロ、「Ｎ
ＨＫ今日の料理ビギナーズ」高木ハツ江 他

Ⓒ ・やなせ・Ｆ・Ｔ・Ｎ

「バタコさん」ほか、
声の出演で活躍中

６月15日（木）～28日（水）
ゆめりあ うじ1階
ギャラリー ステップ ワン

男女共同参画支援センター （ゆめりあ うじ内） 会議室１



このコーナーでは宇治市男女共同参画支援センター関係団体を紹
介しています。
今回は京都府が主催する『京都府女性の船』に参加したＯＢで構
成しているグループ “京都府女性の船「ステップあけぼの」宇城
久支部宇治ブロック” さんをご紹介します。

『京都府女性の船』は舞鶴～北海道への船中で、女性が地域や職
場でさらに活躍するために、地域や家庭、職場などの身近な課題
について共に学び、訪問地で活躍する女性との交流も行います。
下船後は研修会やセミナーに参加したり、京都府女性活躍応援事
業に取り組み、活躍チームを立ち上げ、女性の力を発揮しています。
また、地域でも宇治、城陽、久御山の地域をもっと知ろうと様々
な事に取り組んでいます。ＵＪＩあさぎりフェスティバルにも毎
年参加しています。

ギャラリー ステップ ワンでは年間を通じて
市民の皆さんの活動成果や作品などを展
示しています。
６月～９月の展示日程は左記のとおりです。

関 係 団 体 の ご 紹 介

京都府女性の船「ステップあけぼの」
宇城久支部宇治ブロック　

この言葉ってどんな意味？シ リ ー ズ

男女共同参画週間 　

男女が、互いにその人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりなく、
その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の形成に向け、「男女
共同参画社会基本法」の目的及び基本理念に関する国民の理解を深めるため、国により
「男女共同参画週間」が設けられました。期間は同法の公布・施行日（平成11年６月23日）
を踏まえ、６月23日から29日までの１週間となっています。 この週間において、地方公
共団体、女性団体その他の関係団体の協力の下に、男女共同参画社会の形成の促進を図
る各種行事等が全国的に実施されています。

第9回

宇治市宣伝大使
ちはや姫

男女共同参画に関する言葉やことがらをシリーズで解説します。

毎年北海道へ船で研修に参加する人を募集
しています。（募集時期は４月頃）女性の
船でのいろいろな人との出会いを大切に、  
　　仲間たちと一緒に活躍しませんか。

message

男で○、女で○、共同作業で◎。平成29年度「男女共同参画
週間キャッチフレーズ」

まる まる にじゅうまる

１階 ギャラリー ステップ ワン展示日程１階 ギャラリー ステップ ワン展示日程１階 ギャラリー ステップ ワン展示日程
期　間

6/1

6/15

6/29

7/13

7/27

8/10

8/24

9/7

9/21

展示者

宇治市食育ネットワーク

男女共同参画支援センター

東 純司陶芸サークル

宇治市さわやか歩こう会

墨友会

ママさんブラスUji

農林水産省 近畿農政局

宇治市連合喜老会 （俳句委員会）

パッチワークサークル コットン ピコ

展示物

食育月間啓発展示

男女共同参画週間啓発展示

陶芸

パネル(活動状況の写真）

墨彩画

活動紹介 パネル

農山漁村における女性の参画状況の紹介

俳句

パッチワーク小物、 タペストリーなど

～

～

～

～

～

～

～

～

～

6/14

6/28

7/12

7/26

8/9

8/23

9/6

9/20

10/4 本年第１回の展示は「茶団子ころころ」絵手紙の会さんでした。
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♫男女共同参画社会の実現に向けた事業（奨励事業・地域推進支援事業・サポート事業）を募集します。募集期間中、

企画等の相談に応じます。お気軽にお問合せください。（☎ 39-9377）

市民企画事業募集

あなたの思いをカタチにしてみませんか！

男女共同参画社会の実現に向けた
事業に奨励金を交付

内　　　　　容 男女共同参画社会の実現に向けた
事業に奨励金を交付

男女共同参画のまちづくりを推進
するための事業をセンターと共催
で実施

①構成員が5人以上で、かつ市内に在住・
在勤・在学する人を含む団体・グループ
②活動拠点が宇治市内にあり、市
内を活動領域にしていること
③1年以上の活動実績があること

応　募　資　格 ①市内で活動している自治会・町
内会、事業所、学校等

①市内に在住・在勤・在学してい
る人を含む団体・グループ、個人
②活動拠点が宇治市内にあり、市
内を活動領域にしていること

①広く市民を対象とするもの
②センターを会場として実施す
るもの及び地域の会場で実施す
るもの
③営利・宗教・政治活動を目的と
していないこと
④市または他の機関から別に助成
を受けていないこと
⑤事業の経費が奨励金の額以上で
あること

対象事業の要件
(第4次UJIあさ
ぎりプランの基
本方向、計画課
題に該当する事
業)

①構成員や従業員等を対象とする
研修会やセミナー等
②営利・宗教・政治活動を目的と
していないこと
③市または他の機関から別に助成
を受けていないこと
④事業の経費が奨励金の額以上で
あること

①広く市民を対象とするもの
②センターを会場として実施する
もの（審査会で認めた場合を除く）
③営利・宗教・政治活動を目的と
していないこと
④市または他の機関から別に助成
を受けていないこと
⑤連続講座の場合は、原則として
5回以内であること
⑥テーマ限定（募集要項参照）

奨励金・サポート
内　　　　　容

①センターを会場として実施する
事業は６万円を上限
②地域の会場で実施する事業は
12万円を上限
③対象経費は外部講師の謝礼、消
耗品費、印刷費、会場使用料等
（※団体・グループの運営に係る経
常的な経費・人件費、個人給付的な
経費、もの作り等の材料費、食糧費
(講師用茶・水を除く )、講師等への
土産、飾り花、備品購入費は対象外）

①奨励金の対象経費は外部講師の
謝金とし、1 事業につき 2 万
5,000 円を上限

①センター会議室・附属設備の
提供
②センター印刷機使用、公共施設
へのチラシ配布など、広報活動へ
の協力
③センタースタッフによる助言、
相談等
④事業保育の実施（予算の範囲内
で必要時、1回につき保育士 2人・
2.5 時間又は保育士 1 人・5 時間
を上限）

平成 30年 3月 20日㈫まで事業実施期間

7月20日(木) 最終 10月 31日（火）
募集期間中であっても、奨励金が
予算に達した場合は受付を終了

最終 10月 31日（火）

プレゼンテーションと審査会
(事業数は予算の範囲内で決定 )

各事業の募集要項で詳細を確認の上、所定の提案書に必要事項を記入し、直接センターへ提出してください。募集要
項と提案書はセンターにあるほか、市ホームページからダウンロードできます。
なお、応募は、今年度内において、1団体・グループにつき3事業のいずれか1回限りとします。また、個人の場合でも、
サポート事業への応募は 1回限りとします。

応　募　方　法

ヒアリングと審査会（毎月１回）
(事業数は予算の範囲内で決定）

ヒアリングと審査会（毎月１回）
(事業数は 4件程度 )

奨　励　事　業 地域推進支援事業 サポート事 業


