
と き：平成 30年 12月 8日（土）～9日（日）

ところ：アルネ・津山（新魚町 17番地）

5階 津山男女共同参画センター「さん・さん」

4階 図書館前ホール･図書館視聴覚室

文化展示ホール・地域交流センター

主 催：さん・さん祭り2018実行委員会 津山市

～明日へ！ まなびつながる男と女～
ひ と ひ と
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ごあいさつ

さん・さん祭り 2018 実行委員会

委員長 川端 恵美子

「さん・さん祭り」を終えて

～明日へ！まなびつながる男と女～
ひと ひと

12 月 8日・9日の二日間、アルネ・津山の 4・5階を会場にした「さん・さん祭り

2018」は、多くの皆様方と共ににぎやかに開催することが出来ました。ご来場いただ

いた皆様、実行委員・関係者の皆様のご尽力に心より感謝申し上げます。

「さん・さん祭り」も 17 回目となり、今年も準備日を含めた 3日間、エレベーター

周辺でチラシ配布を行いました。多くの皆様が笑顔で受け取ってくださり、チラシ配布

を通じたコミュニケーションも生まれるなど、楽しみながら PRに努めることが出来ま

した。また当日は一段と冷え込んだ寒い朝でしたが、昼間は穏やかな天候となり安心し

ました。

今年は、オープニングセレモニーに谷口市長がお越しくださり、ご挨拶をいただきま

した。続いて 5階の会場では、「『男女共同参画』について－社会の変化はどうでしょう

か？」と「ひびき合う心とからだ－脳と体の深い関係・コカリナとライアーの演奏」な

どの学習会が行われました。4階の地域交流センターで行われた「つやま まちの保健

室」には、多くの皆様が健康測定等に参加され大好評でした。図書館前広場では「心の

ケア・脳のケアで健康寿命 あなたによりそう臨床美術」や「まちかど悩みごと無料相

談」が両日開催されました。

9日も多くの学習会が開催され、その中の「超少子高齢社会 女性がいきいきと生き

るには」では、東京から小宮山洋子さんを講師をお迎えし、参加者は生き生きと活動さ

れている小宮山さんのお話に大いに触発され、元気をいただくことが出来たようでした。

また、午後からは、「夫婦のより良い関係づくり 夫源病って何でしょう？∼男もつら

いよ、女もつらいよ∼」、「クリスマス交流会」が行われました。4階の各イベント会場

では朝から「手書きで年賀状」、「『私』がわかる おもしろ心理テスト」、「せかいのこ

とばでおはなし広場」、「気軽にお茶ぱ～てぃ」など多くの催しでにぎわいました。

また、毎回楽しみにしている文化展示ホールでの作品展示は、各団体の 1年間の活動

成果がホールいっぱいに展示されており、ホールの中に一歩入ると、お花の微かな香り

が心地よく香る中でゆっくり鑑賞することが出来ました。

今後においても「さん・さん」と共に男女共同参画の街づくりに取り組み、～明日へ！

まなびつながる男と女～の「さん・さん祭り」となり、津山となりますことを願ってい
ひと ひと

ます。



5

津山男女共同参画センター「さん・さん」

所長 佐古 晶子

１７回目を迎えた「さん・さん祭り」を盛大に開催できましたことを、実行委員の皆様

をはじめ、ご協力いただきました関係者の皆様に心よりお礼申し上げます。

今回は１２月開催で日没が早いということもあり、安全面等を考慮して２日目の終了時

間を１５時に早めました。おかげさまで事故もなく、予定どおりに実施することができま

した。

イベントに参加された方の中には、アルネ・津山の５階に「さん・さん」という施設が

あることを知らなかったり、男女共同参画に関心のない方もおられたと思います。この祭

りをきっかけに、男女共同参画について少しでも興味を持ち、世界の動きや日本のジェン

ダーギャップなどについて考えて下されば幸いです。

さて、今年度は「第４次津山男女共同参画さんさんプラン」実施の初年度であり、現在、

新しいプランに基づいて施策を推進しているところです。

このプランは、津山市において地域コミュニティの衰退や労働力不足、地域経済の活力

低下などの課題がある中で、その解決に向けて女性の活躍推進や男女共同参画の視点を取

り入れ、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）や人材育成、教育啓発事業等、

今後のまちづくりに必要な施策を盛り込んだものとなっています。

「男女がともにさんさんと輝けるまち津山」の実現をめざすにあたり、その一つの事業

として登録団体や利用団体の皆様をはじめ、より多くの方と協力・連携して「さん・さん

祭り」に取り組んでいきたいと思いますので、引き続きご理解とご協力をお願い申し上げ

ます。
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参加団体一覧（五十音順）
団体名 実行

委員
展示・
活動報告

体験等
学習会
講演会

チラシ
配布

“あい”の会 ○

いけばな小原流 ○

岡山県看護協会津山支部 ○ ○ ○

華道家元池坊津山支部 ○ ○

霧俳句会 ○

きんちゃい料理教室 ○

クロッキー会 ○ ○

国際ソロプチミスト津山 ○ ○ ○

子どもの未来を拓く美作地区ネットワーク

（美作地区母と女性教職員の会）
○

ジェンダーフリー美作 ○ ○ ○ ○

写友みまさか ○ ○

勝北女性ゼミナール ○

城下地区民生委員児童委員協議会 ○

城南・中央防犯防災会 ○

書道 香燿会 ○ ○ ○

菅原書道教室 ○

セミナー03 ○ ○ ○

煎茶道 小笠原真流みやび会 ○ ○ ○

託児サークル さくらんぼ ○

津山サンタフェ友好協会 ○

津山市愛育委員連合会城南支部 ○

津山市愛育委員連合会中央支部 ○

津山市青色申告会女性部 ○

津山市城南さん・さん会（小地域ケア会議） ○

津山市人権尊重の会 ○

津山市母子寡婦福祉会 ○

津山女性写真サークル ○ ○ ○

津山男女共同参画センター「さん・さん」 事務局 ○ ○

津山地域ウィズセンター ○ ○

津山にほんごの会 ○ ○

津山俳句を楽しむ会 ○

津山ファミリー・サポート・センター ○ ○

パッチワークフレンズ ○

ヒッポファミリークラブ津山 ○ ○ ○

フラ愛好会 ○

未生流中山文甫会津山支部 ○ ○

美作クリニカル・アート ○ ○ ○

ライフサポートセンターつやま ○

21net つやま ○ ○ ○ ○

A-F-C ○ ○

NPO法人オリーブの家 ○ ○ ○



1 2 / 8 ( 土 ) ～ 1 2 / 9 ( 日 )  ＡＭ 1 0 時～ＰＭ 5 時  

【体験会】 

10：00～15：00 《図書館前広場》 
「まちかど悩みごと無料相談」 
労働・福祉・法律・生活などの悩みごと
相談。 

【ライフサポートセンターつやま】 
 

10：00～15：00 《図書館前広場》 
「心のケア・脳のケアで健康寿命 

あなたによりそう臨床美術」 
ワークショップ（オンリーワンの作品作りを
楽しもう） 
参加費 200円 【美作クリニカル・アート】 
 

【無料相談会】 

4階【体験会】 
10：00～15：00 《地域交流センター》 

「つやま まちの保健室」 
健康測定、健康・栄養相談、制服体験
コーナーなど 

【岡山県看護協会津山支部】 
 

「人権について考えよう」 
10：00～12：00 《図書館視聴覚室》 
人権啓発映画の上映 

10：00～15：00 《図書館前広場》 
パネルや尊重の会発刊の冊子・会便り
の展示 

【津山市人権尊重の会】 

10：00～10：15 《会議室ＡＢＣ》 

「オープニング」 
 

10：30～12：30 《学習と発見の部屋》 

「『男女共同参画』について－社会
の変化はどうでしょうか？」 
 新聞記事等を参考に意見を出して話し
合う              【セミナー０３】 
 

10：30～12：00 《会議室ＡＢＣ》 

「ひびき合う心とからだ－脳と体の深
い関係・コカリナとライアーの演奏」 
講師 古澤 かおるさん（認定音楽療法士） 
     水野 みどりさん（ライアー奏者） 

【津山地域ウィズセンター】 
 

14：00～16：00  《学習と発見の部屋》 

「リラクゼーションＹＯＧＡ」 （要申込
み・託児あり） 
講師 瀬畑 史子さん    【Ａ‐Ｆ‐Ｃ】 

5階【学習会】 

【要申込み・託児有りのお問合せ先】  
（申込み・託児締切り 12月3日（月） ） 
津山市新魚町17番地 アルネ・津山５階 津山男女共同参画センター「さん・さん」 
TEL（０８６８）３１－２５３３  FAX（０８６８）３１－２５３４ 

MAIL  sun-sun@city.tsuyama.lg.jp 【主催】 さん・さん祭り実行委員会、津山市 

両日 
4階 

8日 
(土) 

（最終日はＰＭ3時まで） 



4階【体験会・学習会】 
10：00～12：00 《図書館前広場》 

「手書きで年賀状」 
書く楽しみ、よろこびを体験しよう 

参加費 100円 

【香燿会】 
 

10：30～12：00 《図書館視聴覚室》 

「『私』がわかる。おもしろ心理テスト」 
（要申込み・託児あり） 
講師 山本 康世さん 

    （NPO法人オリーブの家理事長） 
【NPO法人オリーブの家】 

 

10：30～11：00 《図書館前広場》 

「せかいのことばでおはなし広場」 
外国絵本の読み聞かせ会＆外国の暮らし・
遊び紹介 

【津山にほんごの会】 
 

11：00～14：00 《図書館前広場》 

「気軽にお茶ぱーてぃ」 
簡単なお茶会形式でお煎茶とお菓子をお出
しします 

参加費 200円 

       【煎茶道 小笠原真流みやび会】 

10：15～12：00 《会議室ＡＢＣ》 

「超少子高齢社会 女性がいきいきと
生きるには」 
講師 小宮山洋子さん 

    （ジャーナリスト・元厚生労働大臣） 
【ジェンダーフリー美作・21netつやま】 

 

10：30～12：30 《学習と発見の部屋》 

「『多言語』のススメ－家族で人間力を育
てよう」 （要申込み） 
交流報告などを交えて、どんな言葉も人も
柔軟に受け入れる環境について親子で考
える      【ヒッポファミリークラブ津山】 
 

13：30～15：00 《学習と発見の部屋》 

「夫婦のより良い関係づくり 夫源
病って何でしょう？~男もつらいよ、女も

つらいよ~」 （要申込み・託児あり） 
講師 石蔵文信さん 

【津山男女共同参画センター「さん・さん」】 
 

13：30～15：00 《会議室ＡＢＣ》 

「クリスマス交流会」（要申込み） 
人形劇やサンタさんからのプレゼント 

【津山ファミリー・サポート・センター】 

5階【学習会】 

4階  市立文化展示ホール    
生け花・・・ いけばな小原流（西川豊道社中）、華道家元池坊津山支部、未生流中山文甫会

津山支部 
絵 画・・・ クロッキー会 
活動紹介・・・国際ソロプチミスト津山、ジェンダーフリー美作＆２１netつやま、 

 津山サンタフェ友好協会、津山男女共同参画センター「さん・さん」、 
 津山ファミリー・サポート・センター、ヒッポファミリークラブ津山、 
 美作クリニカル・アート、NPO法人オリーブの家 

写 真・・・ 写友みまさか、津山女性写真サークル 
手 芸・・・ パッチワークフレンズ 
書 道・・・ 香燿会、菅原書道教室 
俳 句・・・  津山俳句を楽しむ会    （五十音順） 

9日 
(日) 
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イベント報告

●オープニング

●講演会・学習会（スケジュール順）

12 月 8日（土）午前10時から午前10時 10分

川端恵美子さん・さん祭り2018 実行委員会委

員長からの開会のあいさつに続き、谷口圭三市長

からごあいさつをいただきました。寒い中、早い

時間にも関わらず、たくさんの皆様にお集まりい

ただき幸先の良いスタートがきれました。

『男女共同参画』について－社会の変化は
どうでしょうか？

12月 8日（土）午前 10時 30 分から午後 0時 30 分

【セミナー03】

私達は、約 15 年「男女共同参画」に耳を傾け

てきました。その集大成の学習会でした。世代間

の違う出席者で、実のある会でした。

人に伝える「主人・家内」を「夫・妻」と表現

できること。聞いていて、心地良いと思っていま

す。少し気にしてみませんか。

ひびき合う心とからだ－脳と体の深い関
係・コカリナとライアーの演奏

12月 8日（土） 午前 10時 30分から正午

講師 古澤 かおるさん（認定音楽療法士）

水野 みどりさん（ライアー奏者）

【津山地域ウィズセンター】

始めにコカリナとライアーの演奏にうっとりと

し、コカリナ体験をして楽しみました。次は、脳

とからだの深い関係について聞きました。「認知症

予防の横綱は大豆製品」「心と体の疲れにはバナ

ナ」「ボケたくなけれカレー(ウコン)を食べると良

い」など有意義なお話でした。
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リラクゼーションYOGA
12 月 8日（土）午後2時から午後 4時

【A-F-C】

みなさん気持ちよくリラックスされて、体をの

ばしたり、呼吸を整えたりして楽しんでください

ました。途中眠くなって寝ている人もいましたが、

それもヨガの効果で、満足して帰られました。リ

ピーターも数人おられて、「またね」と帰っていか

れました。

超少子高齢社会 女性がいきいきと生きる
には
12 月 9日（日）午前10時 15分から正午

講師 小宮山洋子さん

（ジャーナリスト・元厚生労働大臣））

【ジェンダーフリー美作・21net つやま】

（参加者の感想から）活動的にいきいきとされて

いるお話をお聞きして元気が出ました／自分にも

出来るボランティアや身の丈に合ったことをした

いと思いました／若い人にどうバトンを渡すかと

いう言葉が心に響きました／思ったことはすぐに

行動するという言葉に後押しをされました

『私』がわかる。おもしろ心理テスト
12月 9日（日）午前 10時 30分から正午

講師 山本 康世さん

（NPO法人オリーブの家理事長）

【NPO法人オリーブの家】

テスト！と聞くと最初は緊張されていましたが

（笑）楽しい心理のお話を交えながら皆様がどん

どん笑顔になられて、うんうんとうなづかれて、

本当の自分に出会えた感動と喜びでどなたも明る

く帰って行かれました。最後の1分セラピーは大

盛り上がりでした。
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『多言語』のススメ
－家族で人間力を育てよう

12月 9日（日）午前 10 時 30分から午後 0時 30 分

【ヒッポファミリークラブ津山】

多言語、と聞いてピンと来る人も来ない人もい

ると思いますが、どの様な人でも受け入れる力を

育てるのが、多言語の環境であると思うし、これ

から特に必要な考え方だと思います。参加者の方

は少なかったですが、多言語の環境の必要性を一

緒に考えられて良かったです。

クリスマス交流会

12月 9日（日）午後1時 30分から午後 3時

【津山ファミリー・サポート・センター】

久しぶりに、読み聞かせボランティア「たんぽ

ぽの家」の皆さんに来ていただき、「ぐりとぐら」

の人形劇やトーンチャイムの演奏などで楽しみま

した。参加者は91名とやや少な目でしたが、欠

席者が少なく、プレゼントもほぼ配りきることが

出来て良かったです。

夫婦のより良い関係づくり 夫源病って何
でしょう？∼男もつらいよ、女もつらいよ∼

12月 9日（日）午後1時 30分から午後 3時

講師 石蔵文信さん（医学博士）

【津山男女共同参画センター「さん・さん」】

人生 100 年時代、夫と妻、どちらも心地よく暮

らしていきたいものですが、お互いをパートナー

として認め合える良い関係づくりを目指すため

には、男女の違いを理解し、夫も妻もお互いを尊

重しつつ自立することが大切であるとお話しい

ただき、軽快なトークにユーモアあふれ、あっと

いう間の時間でした。
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●体験コーナー（スケジュール順）

人権について考えよう
12月 8日（土） 午前 10時から午後 3時

【津山市人権尊重の会】

啓発映画は館内放送後来館者が増えたので、音

声案内が有効でした。展示コーナーは場所の問題

で人権パネルを掲示できず、残念な内容でした。

興味をそそる物もなく、スルーされる方がほとん

どであったことを考えると、内容の再考が必要の

ようです。

心のケア・脳のケアで健康寿命
あなたによりそう臨床美術

12 月 8日（土）9日（日）午前 10時から午後 3 時

【美作クリニカル・アート】

8日は人出が多かったですが、全体的に昨年よ

り減っていたようです。親子で喜んでくれていた

のは印象的で良かったです。ただ、後で参加者に

聞くと場所がへこんでいたためわかりにくかっ

たとのこと。そのため、気づかずに帰られた方も

いたそうです。

つやま まちの保健室
12月 8日（土）午前10時から午後3時

【岡山県看護協会津山支部】

今回で第25回まちの保健室でした。昨年より

もやや人数が少なく感じられましたが、来てくだ

さった方々は、「この日を毎年楽しみにしてるの

よ」と言われる方々がほとんどで喜ばれて帰られ

ました。今年は混雑もなく、ゆったりと来られた

方に接することができて良かったです。
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手書きで年賀状
12 月 9日（日）午前10時から正午

【書道 香燿会】

手書きに関しては、最近パソコン等で書く楽し

みが薄らいでいるようです。文化の継承は大事な

ことです。私達が一生懸命やらないといけないと

思っています。

せかいのことばでおはなし広場
12月 9日（日）午前10時 30 分から午前11時

【津山にほんごの会】

英語だけでなく、ベトナム語・中国語も取り入

れたことが好評でした。シートに座っている親子

連れだけでなく、立ち止まって聞いてくれる通り

すがりの方もいて、今後の多文化共生社会に向け

たよい機会となりました。読み手からもとても楽

しかったという声が上がりました。

気軽にお茶ぱーてぃ
12 月 9日（日） 午前11時から午後2時

【煎茶道 小笠原真流みやび会】

少し前までは、家庭の中で身近にあったお茶が、

今はとても遠い存在になってしまっているような

気がしました。もっと気軽に美味しい煎茶を楽し

んでいただけたらと思いました。

お茶は、少しの手間と時間でとても美味しくな

ることを皆さんに実感していただきたいです。
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●展示コーナー（五十音順）
★いけばな
【いけばな小原流】

今年もさん・さん祭りに参加させていただきま

した。少人数ではありますが、月２回楽しくお稽

古しています。

和風・洋風とそれぞれの花型で表してみました。

皆様に見ていただく機会があり、ありがたく思っ

ております。

★いけばな
【華道家元池坊津山支部】

この「さん・さん祭り」のいけばな展示は津山

支部の恒例行事として定着しています。今年の災

害もなく、皆元気に参加できましたことに感謝し

ながら参加させていただきました。移りゆく季節

を感じ、池坊の花を楽しんでいただけましたら幸

いです。今年は花の名前を記入してみました。

★絵画
【クロッキー会】

クロッキー会、そしてクロッキーの展示は津山

では珍しいと思いますが、皆様に見ていただく機

会をいただいて、励みになりました。

月に1回第4月曜日午後1時から4時までプロ

のモデルさんに来ていただいて描く勉強会です。

皆様の参加大歓迎です。
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★活動報告
【ジェンダーフリー美作、21net つやま】

第４次津山男女共同参画「さんさんプラン」が

改訂され、《基本目標》「Ⅱ 人権の尊重と安全・

安心な暮らしの実現」の《重点目標》「３ 男女間

のあらゆる暴力の根絶（DV防止計画）」が書き込

まれました。また、国の110年ぶりの強姦罪に関

する刑法改正、ILO総会の動きについて、配布物

を作成し配布しました。

★写真
【写友みまさか】

私たちは日々の生活の中で目に触れる一コマ一

コマを写真という媒体を通して残していっており

ます。人によってはそれが家族や友人であったり、

また近隣や旅先の風景であったりしますがいずれ

の場面も私たちにとってかけがえのない一瞬であ

り、これからもそのような出会いを楽しみながら

歩んでいければと思っています。

★活動報告
【国際ソロプチミスト津山】

「女性の地位向上と子ども達の幸せ」をモット

ーに日々奉仕活動を頑張っている会員一同の実態

を知っていただく「さん・さん祭り」は、最も貴

重な機会です。一人でも多くの方に PRするべく

頑張りました。今後も一層努力して参りたいと思

います。
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★書
【書道 香燿会】

作品を来場者に見てもらうことになればある程

度練習をし、演出をも行い、額や料紙を考えて作

成しました。臨書等練習の成果が伺えてよかった

と思います。来年も又頑張るつもりでいます。

★書
【菅原書道教室】

見ていただくお客様にもわかりやすく、しかも、

芸術性を持たせるように、その兼ね合いが苦労し

ました。良くなれと思ったことが、失敗したこと

もあり、今後の反省点であり、次回展示会に生か

してゆきたいと思います。

★活動報告
【津山サンタフェ友好協会】

様々な団体の展示があって楽しく参加させてい

ただきました。またワークショップも工夫を凝ら

した取り組みで良かったと思います。ただ、もう

少し来場者が増えるといいなと思いました。
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★写真
【津山女性写真サークル】

天候に恵まれ、他のイベントも重なって多くの

方々に参加していただきました。作家さんより見

に来てくださった方が多くなるよう販売等せっか

くの作品ですが、したい方だけでも許可がおりれ

ば良いかもしれません。売り上げを寄付されたり

クラブ収入になっても良いかと思います。

★活動報告
【津山男女共同参画センター「さん・さん」】

「さん・さん」の登録団体紹介、昨年度の活動

報告、今年度実施事業の紹介、第4次さんさんプ

ランなどの資料の展示やDV防止などのチラシ配

架を行いました。

今回は、活動報告等の文字が読みやすいように

原稿をＡ１判に拡大して印刷し掲示しました。ま

た、少しでもやわらかい雰囲気にするため、風船

を使ってディスプレイを行いました。

★俳句
【津山俳句を楽しむ会】

『暮らしは平凡であっても、そこから生まれる

俳句は平凡ではない。そう思って俳句と暮らした

い。』、これは小川軽舟という俳人のことばです。

一句、一句には、作者のその時の心情がこもっ

ています。その句を持ち寄って句会で話し合えば、

みんな元気になります。
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★活動報告
【津山ファミリー・サポート・センター】

今年は、来場者の目を引くようにと、展示物の

台紙を赤・緑などの明るいものにしました。

また、テーブルの上にチラシ等も置いていたと

ころ、持ち帰ってくださった方もおられたようで、

関心を持つきっかけになったのであれば、嬉しい

と思います。

★手芸
【パッチワークフレンズ】

手縫いでの作品作りは、毎日の生活に溶け込ん

でいますので楽しんでいると共に生きがいでもあ

ります。

同じ作品でも一人一人工夫し、個性を出し、お

互いの手法を交換して和も広がり一年間の作品を

まとめて展示出来て、今年も頑張って良かったと

思いました。

★活動報告
【ヒッポファミリークラブ津山】

今年も、活動紹介やホームステイ交流の写真な

ど展示させていただきました。人と人とのかかわ

りの中で豊かに言葉を育てていることや、色々な

国の方と交流する楽しさなどが伝われば幸いで

す。
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★いけばな
【未生流中山文甫会】

色彩豊かな生け花を見て気忙しいこの時期、心

安らぐひと時を過ごして頂いたと思います。

例年に比べ会員が減り、少し淋しい出瓶になり

ましたが、良い機会を頂き、伝統ある文化を後世

に残すためにも頑張っていきたいと思います。

★活動報告
【美作クリニカル・アート】

昨年と比べて客数が減っているように感じられ

ました。ワークショップ的には多忙にならず、一

人一人充分に目がゆき届いたので、その点は助か

りました。ただメーンテーマが人を引き付けてい

ない、それゆえにか参加者層が限られている感じ

がしました。

★活動報告
【NPO法人オリーブの家】

パネル展示を興味深く見てくださり、何人もパ

ンフレットを持って帰られました。初めての参加

でしたが、私たちの活動を知っていただき関心も

持っていただいたことで、私達もこれからの活動

により力を入れることが出来ます。ありがとうご

ざいました。
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●その他のイベント
まちかど悩みごと無料相談
12月 8日（土）9日（日）午前 10時から午後 3時

【ライフサポートセンターつやま】

個人情報・プライバシーへの配慮は絶対条件で

あり、文化展示ホールの応接室を使用させていた

だき、ありがとうございました。2日間で 4件の

ご相談がありました。悩みごとの解消のための話

ができたのではないかと思っています。

♪みんなで演奏中♪
【津山地域ウィズセンター】

1 年間の成果を鑑賞してもら

います 【展示会場】
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広報実績

広報津山（2018年 12月号）

津山朝日新聞
（2018年 12月 9日掲載）
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委員会開催実績
回数 開催日時 内容等

第 1回

平成30年

6月 2日（土）

14：20～15：40

委員会立ち上げ、委員長選出、日程・会場・予算の

確認、登録団体以外への参加呼びかけ、テーマにつ

いて、年間スケジュールについて

第 2回

平成30年

8月 4日（土）

13：30～14：35

プログラム（学習会・展示・体験・講演会・スタン

プラリー）、オープニング、広報（広報媒体、チラシ

のサイズ・色）、係員の配置について

第 3回

平成30年

10月 6日（土）

13：30～14：45

チラシ（レイアウト案）、プログラム（現在の状況、

動員、会場レイアウト、必要器具の集約）、駐車券、

各団体の PRについて

展示部門

打合せ会

平成30年

10月 26日（金）

13：30～14：10

展示ホール準備・片付け、場所割当、キャプション、

団体名表示、ホール受付当番、駐車券、搬入搬出、

イベント報告書の提出、各団体のPRについて

第４回

平成30年

12月 1日（土）

13：30～14：20

プログラム（最終確認）、チラシ配布、報告書作成、

イベント報告書の提出、さん・さん祭り 2019 候補

日の決定、駐車券、記録写真について

第 5回（報告書

作成委員会）

平成31年

1月 19日（土）

13：30～14：35

さん・さん祭りの反省会、さん・さん祭り 2019 日

程決定、次年度実行委員会の開催日程、報告書作成

等について、
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実行委員一覧

17団体 25名で構成

【五十音順敬称略】

委員長 川端 恵美子（ジェンダーフリー美作）

委員 青山 利通（美作クリニカル・アート）

遠藤 知子（ジェンダーフリー美作）

岡本 弘子（津山地域ウィズセンター）

梶村 香暢（書道 香燿会）

門美 紫香（書道 香燿会）

河崎 由賀里（煎茶道 小笠原真流みやび会）

川端 美代子（華道家元池坊津山支部）

黒見 節子（21net つやま）

河本 美和（岡山県看護協会津山支部）

佐和 共栄（セミナー03）

須江 秀子（津山女性写真サークル）

杉本 美保子（未生流中山文甫会津山支部）

杉山 祐充子（21net つやま）

田中 義治（写友みまさか）

寺坂 典子（勝北女性ゼミナール）

内藤 芳蘭（書道 香燿会）

中川 敦子（ヒッポファミリークラブ津山）

服部 妙子（国際ソロプチミスト津山）

菱川 祐季子（岡山県看護協会津山支部）

三好 慶子（津山女性写真サークル）

宗安 俊江（津山女性写真サークル）

八木 泉（クロッキー会）

山下 幸文（津山市城南さん・さん会）

山本 正子（未生流中山文甫会津山支部）

【関係団体についての問合せ先】

津山男女共同参画センター「さん・さん」

電話：0868-31-2533

FAX：0868-31-2534

電子メール sun-sun@city.tsuyama.lg.jp
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