
と き：令和元年 12月 14日（土）～15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2019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 2019 実行委員会

委員長 黒見 節子

「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

「さん・さん祭り」は、津山男女共同参画センター登録団体などを中心とする実行委員

会の主催で企画実施され、2002 年以降毎年開催されてきました。今回の「さん・さん祭

り 2019」は 12月 14 日（土）～15日（日）にテーマを「明日へ！まなびつながる男(ひ

と)と女(ひと)」として開催、18回目を迎えました。この間、多くの皆様のご尽力で継続

されてきたことに、今回の実行委員長として感謝申し上げます。

実行委員会は自主参加です。毎回、男女共同参画センターの呼びかけで登録団体交流会

を開催し、実行委員会を立ち上げ、日時設定やテーマ、共同実施の企画などの協議を重ね、

さん・さん利用の各団体にも呼びかけ、協力して実行してきました。その経過が市民がつ

ながる貴重な機会となっていると思います。生活状況も生きがいも違う市民がチラシ配り

や受付、参加など通して一つの思いにまとまっていく、その重要な進行役を市の担当の職

員の皆様が担ってくださっています。

今回も、各団体が企画された「学習会」「講演会」には、参加者数に違いはありました

が、日常生活の中でつい見過ごしがちなテーマについて立ち止まり、参加者の思いを交流

してつなぎ、生活を見つめることができたのではないでしょうか。「体験活動」で、「初め

てだったけど楽しかったわあ」と笑顔で会場を出てこられた方、これからの生き方の引き

出しが増えたことでしょう。会場の“アルネ津山”での「まちの保健室」もにぎわいました。

「スタンプラリー」をしてくださった団体もありました。「展示」ホールでは、日常作成

された作品、生け花、写真、活動紹介が並びました。

企画、実施、参加してくださった多くの市民の皆様、限られた予算でご尽力くださった

関係者の方々、ありがとうございました。この輪が地域に広がりますようにと念願し、ご

あいさつといたします。
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津山男女共同参画センター「さん・さん」

所長 佐古 晶子

令和になって初めての「さん・さん祭り」を 12月 14日・15日に開催し、寒い中たく

さんの方にご来場いただきました。

当日までの企画、準備、広報、運営などにご協力くださった実行委員会の皆様、参加団

体の皆様にお礼を申し上げます。

今回は、実行委員会での提案により、オープニングセレモニーの中で、祭り参加団体の

ＰＲを行う時間を設けました。ＰＲを希望する 8団体の方が活動内容などを説明され、一

生懸命話すあまり、制限時間の 1分をオーバーしてしまう団体もありましたが、このＰＲ

タイムは大変良い試みだったと思いました。

また、前回では実施しなかったスタンプラリーを復活させ、「さん・さん」を含め 6団

体のご協力を得て実施しました。参加された方から「楽しかった！」という感想が聞けて、

大変うれしく思いました。

さて、この「さん・さん祭り」は今回で 18回目であり、男女共同参画センターは開設

から 21年が経とうとしています。津山市は平成 14 年に策定した「津山市男女共同参画

まちづくり条例」に基づき、男女共同参画社会の実現に向けていろいろな施策を推進して

いるところですが、成果は現れているのでしょうか。

世界経済フォーラム公表の、世界各国の男女平等の度合いを指数化した「ジェンダー・

ギャップ指数 2020」報告書によると、調査対象の 153 か国中、日本は過去最低の 121

位で、主要 7か国（Ｇ7）では最下位でした。日本は年々順位を下げているのですが、こ

れは日本の状態が悪くなっているのではなく、日本より順位の低かった国がどんどん男女

平等に近づいているため、日本の順位が下がっているのだそうです。

日本で男女平等社会を実現することは長い年月をかけても難しいのかも知れませんが、

まずは、市民や事業者のみなさんが「できることからやってみよう！」と思えるように働

きかけていきたいと思います。

今後ともお力添えを賜りますよう、よろしくお願いいたします。
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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・勝英支部 ○ ○ ○

岡山県男女共同参画推進センター ○
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 ○ ○ ○

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 ○

津山市人権尊重の教育推進協議会 ○ ○

津山市母子寡婦福祉会 ○

津山女性写真サークル ○ ○

津山人権擁護委員協議会 ○ ○
津山男女共同参画センター「さん・さん」 事務局 ○ ○ ○ ○

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 ○ ○ ○ ○
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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 14日（土）

午前 10時から午前10時 25 分

黒見実行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。

今回からの取組として、希望があった祭り参加

団体からさん・さん祭り 2019での実施内容や日

頃の活動について発表をいただきました。市長を

はじめ、来場者の方々へ良いＰＲができました。

制服について考える～中高校生～
12 月 14 日（土）

午前10時 30 分から午後0時 30分

【セミナー03】

少人数での活発な意見交換ができました。

「制服は決められたら安心」という反面、闘う

子どもたち、保護者からの要望で、標準服になっ

た経緯もある。自ら意見を述べること、それを聞

いてあげられる存在になること。そう思う会でし

た。

人権啓発映画会
12月 14日（土） 午前10時から正午

【津山市人権尊重の会】

人権啓発映画は、拉致問題（「めぐみ」）と高齢

者問題（「認知症と向き合う」）にテーマを絞り上

映しました。しかし、事前の PR不足もあり、期

待数に満たない入りで淋しかったです。

人権問題を生活の中で感じ、意識を高めること

の難しさを感じました。
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心の写真で癒やされよう♡

クレヨンアートセラピー体験
12月 14日（土）午前11時から午後0時 30 分

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】

他のＮＰＯ団体の方や、学校長、教頭、そして

政治の方や主婦の方、相談業務に関わる方が来て

学ばれたことがとてもうれしかったです。

それぞれの分野や家庭で心理の力を活かして

いただけると感じました。男性の方の参加も増

えて男女共同参画らしさもありました。

レジリエンス養成講座

～しなやかで折れない心～
12月 14日（土）午後 2時から午後4時

講師 石崎 芙美子さん

（石崎芙美子社会保険労務士事務所代表）

【津山男女共同参画センター「さん・さん」、岡山

県男女共同参画推進センター（ウィズセンター）】

“困難に直面しても再起する弾力性のある心を

鍛え、より豊かな人生を送る”そのきっかけとなる

お話を伺いました。限られた時間の中で多くのヒ

ントをいただきました。その日にあった良い出来

事を３つ書く「ポジティブ日記」をやってみよう

と思いました。

リラクゼーションYOGAの体験
12月 14日（土）午後 2時から午後4時

講師 川島 和子さん

（インド政府公認認定ヨーガ療法士）

【A-F-C】

参加者は年配の女性から若い男性の初体験の方

まで幅広い年齢層で、先生の声かけもあって、そ

れぞれに無理なく楽しんでもらえました。会場の

雰囲気が良かったおかけで、互いに気持ちのよい

声かけができ、充実した時間になりました。

Ａ-Ｆ-ＣやファミサポのＰＲもさせていただ

き、ありがとうございました。
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移住してきた わ・た・し「語ろう！津山
ぐらし」パネルディスカッション
12 月 15 日（日）午前 10時 15分から正午

【ジェンダーフリー美作、21net つやま】

①津山広域事務組合の平恭子さんから「移住の

事業と現在の状況」で「ちょっぴり都会、ちょっ

ぴり田舎、がっつり田舎もある」津山に来られる

人が増えていること②移住して来られて現在は

IJU コンシェルジュの石坂めぐみさんから「私の

津山 LIFE」で肉やごはんがおいしい、故郷の北海

道や仕事をしていた西表島と違って車で隣の県

に行けるなど楽しいお話③2 つ目の「私の津山

LIFE」では、大阪から移住して来られた上野弘美

さんから、「近所の人と仲よくしよう」「やりたい

ことをやろう」と思って来たこと、居心地がいい

が車に乗らないので不便だということなど話し

てくださいました。参加人数は少人数でありまし

たが、運営スタッフやゲストスピーカーも自由に

発言ができ、津山を客観的に見るとそう見えるの

か、ということを感じました。

クリスマス交流会

12 月 15 日（日）午前 10時 30分から正午

【津山ファミリー・サポート・センター】

人形劇サークル「くれよん」の皆さんによる人

形劇や楽器演奏を楽しんだ後、ファミ・サポのサ

ブリーダーさんたちがアンパンマンパペットを使

ってファミ・サポＰＲを行いました。

サンタさんからのプレゼントに子どもも大人も

大いに盛り上がりました。
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●体験コーナー ／ スタンプラリー（スケジュール順）

人権を考えよう
12 月 14 日（土） 午前10時から午後3時

【津山市人権尊重の会】

刊行物・津山のため池マップ・学校の変遷表な

どの展示、人権迷路の体験をしてもらいました。

興味をもって立ち止まってくださる方も見ら

れましたが、来場者が少なく残念でした。

迷路は子どもも大人も楽しんでいただけまし

た。迷路の参加者（ゴールできた人）にボールペ

ンを渡すことができ喜ばれました。

心・脳のケアで健康長寿

あなたによりそう臨床美術

12月 14日（土）・15日（日）

午前 10時から午後3時

【美作クリニカル・アート】

色鉛筆を使用して紙の上にこすって柄を浮き

出し型紙にあわせてカットして再構成。色画用紙

の上に作り上げる「フロッタージュ貼り絵」をし

ました。

出店数が減るに連れ、来場者も減少傾向となっ

たので、一定以上のコーナー数があった方が人が

集まりやすくなると思います。

つやま まちの保健室
12月 14日（土）午前 10時から午後 3時

【岡山県看護協会津山・勝英支部】

今回でつやままちの保健室も 26回を迎えるこ

とができありがたく思っています。

毎年楽しみにしてくださっている方たちがおら

れ、とても励みになります。来年度も、「さん・さ

ん祭り」に参加させていただきたく思います。

12月 15日（日）10時から正午

スタンプラリーも合わせて実施
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多言語 de名刺作り
12月 14日（土）午後 2時から午後4時

12月 15日（日）午前 10時から午後 1時

【ヒッポファミリークラブ津山】

今回は初めて体験コーナーをさせていただき

ました。韓国語やロシア語、タイ語の文字を使っ

て、自分の名前を書いて名刺作りを体験していた

だきました。お子様から年配の方まで、幅広い年

齢の方に体験していただけたことが良かったで

す。来年はもっとバージョンアップして開催した

いです。

手書きで年賀状
12月 15日（日）午前 10時から正午

【書道 香燿会】

手書き年賀状の提案等を行いました。

手書きの楽しさをもっと味わってもらい、文化

の継承を心掛けていきたいです。

気軽に煎茶「みやび」
12月 15日（日）午前 11時から午後 2時

【煎茶道 小笠原真流みやび会】

初の試みとして、お茶に関してのアンケートを

してみました。日本茶も全国に有名な産地が沢山

あり、産地や製法により味が違うことを知って頂

きたいとともに、日常生活のちょっとしたティー

タイムに、美味しい煎茶と大好きなお菓子を気軽

に楽しんでいただきたいと思いました。

12月 15日（日）10時から正午

スタンプラリーも合わせて実施

12月 15日（日）10時から正午

スタンプラリーも合わせて実施
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スタンプラリー
12月 15日（日）午前 10時から正午

【華道家元池坊津山支部青年部】

池坊の生け花を身近に感じていただくために、

生花を使ってクリスマス・お正月をテーマとした

生け花を簡易的に無料で体験していただきまし

た。

沢山の方にお越しいただいた中、奥様への贈り

物に、という方がおられました。これからも皆様

に喜ばれるよう、益々活動を広げていきたいで

す。

スタンプラリー
12月 15日（日）午前 10時から正午

【セミナー03】

「男女共同参画」「ジェンダー平等」について伝

えたいことを文字にしてみませんか？ふせん・鉛

筆を用意して思いを書いていただきました。

「男性の家庭参画」をどう感じているのか？男

性はふせんにあるあると反省を入れての思いを記

入されていました。女性は夫への挑戦状のような

実感を記されていました。家事についての理解は

意識が高いと感じました。

女性が発言できる世の中に、女性の力が 100%

発揮できる社会に･･･。

スタンプラリー（ゴール）
12月 15日（日）午前 10時から午後 2時

【津山男女共同参画センター「さん・さん」】

アルネ・津山4階の体験コーナーが楽しかった

と言われながら、様々な年齢層の方が素敵な笑顔

でゴールされました。

最後の課題のヨーヨー釣りや、景品のくじ引き

も楽しんで頂けたようで大変嬉しく運営すること

が出来ました。ご協力ならびにご参加くださった

皆様に感謝致します。
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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】

今年は元号が平成から令和へと新しくなり、さ

ん・さん祭りも記念の年となりました。

この時期に合わせて、クリスマス・お正月向き

のお花を生けてみました。

伝統文化でもある「いけばな」をこれからも続

けていきたいと思います。

★いけばな
【華道家元池坊津山支部】

令和を迎えた今年、来春「支部展」開催を予定

し、例年より熱の入った作品を展示する事ができ

ました。

青年部もスタンプラリーで「いけばな体験」を

担当し、親子連れはもちろんのこと、多くの方々

が参加してくださいました。「若い力」を改めて感

じ、記憶に残るさん・さん祭りでした。

★書
【香燿会】

多彩な分野での展示で、それぞれの文化の継承

等受け継いで頑張っていらっしゃると思います。

すばらしい、人に感動を与えるような作品づく

りに励みたいです。
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★絵画
【クロッキー会】

会員も少しずつメンバーチェンジしております

が、皆熱心に研鑽の結果、毎年一歩ずつ上達して

いると思います。趣味に仕事に、クロッキーが役

に立てば嬉しく、この会を続けています。

人物デッサン・クロッキーの会です。

★活動報告
【ジェンダーフリー美作、21net つやま】

世界の女性たちの写真を使ったポスターを掲示

しました。参加者は写真として、女性の生き方と

して、見てくださっていました。「来年（2020 年）

は北京世界女性会議から 25 年」は男女平等がど

こまで進んだのか、の提起として掲示しました。

★活動報告
【国際ソロプチミスト津山】

私たち国際ソロプチミスト津山は、約200の国

と地域で女性と女児の生活を向上させる活動をし

ている女性だけの国際的ボランティア奉仕組織に

属しています。

さん・さん祭りでは昨年 1年間の活動を主に、

写真・冊子等を掲示致しました。

今後も、地域社会に根をおろし、奉仕活動に励

んで参ります。興味や価値観を同じとする女性た

ちと交流を深めていきたいです。御一緒に活動し

ませんか。
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★写真
【写友みまさか】

私たちは日頃の生活の中で目に映った出来事を

光と影の演出と捉え、それらを感性の趣くままに

シャッターを切り続けて参りました。

風景や人々の表情は、一期一会。季節・天候・

時間で、同じ顔を見せる事は二度とありません。

私たちはその瞬間の緊張感に魅かれて写真を創り

続けています。

★書
【菅原書道教室】

展示会の為に約 2 ヶ月かけて作品づくりをし

て、満足のいく作を作成したつもりでしたが、展

示してみると色々気になる部分があり、もう少し

なんとかならなかったのかと、あとから思うこと

がたくさんありました。

来年こそはガンバルぞ！

★活動報告
【津山サンタフェ友好協会、津山にほんごの会】

今回は、津山市内の中高生 15 名がアメリカ・

サンタフェ市へ渡米し、2019 年サンタフェ・サ

マーキャンプツアーに参加した様子の写真や説明

を展示しました。さらに今年は両市の友好交流都

市 20周年記念で弦楽四重奏コンサートの様子も

展示。長年の国際交流活動が少しは PRできたの

ではないかと思います。
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★写真
【津山女性写真サークル】

今年1年で撮りためた写真を展示しました。

いつもの様に実行委員がワンチームで、良い祭

りで終われるよう、その成果が出ていたように思

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」の登録団体紹介や昨年度の活動

報告、今年度実施事業の紹介など、「さん・さん」

に関連する資料の展示やDV・男女共同参画に関

するリーフレットの配架を行いました。

また、少しでも多くの方の目に留まるように、

風船やレインボーフラッグを用いてカラフルに仕

上げました。

★活動報告
【津山人権擁護委員協議会】

人権擁護委員は、法務大臣から委嘱された民間

ボランティアで、法務局と連携して、人権相談・

調査処理・啓発などの活動を行っています。

私たちの日頃の活動を知ってもらうよい機会に

なったと思います。（事業ごとのポスター・資料）

人権の課題は多くありますが、ひとりひとりの

人権が大切にされるように活動してまいります。
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★俳句
【津山俳句を楽しむ会】

さん・さん祭りに参加して、様々な活動をして

いる人たちと話し元気をいただきました。それぞ

れの分野で地道に続けていくことは、決して出来

映えを競うなどということが大事ではなく、さ

ん・さんに集まり交流し、活力を分けあうことに

意義があるのだと思います。

人々を大切に思いながら続けていくそれぞれの

活動が、ますます充実していくように願いながら

一歩一歩進んでいきたいと思います。

★活動報告
【津山ファミリー・サポート・センター】

今年は、事業のしくみや活動例、会員の声、行

事報告等の展示を行ったほか、好評だった交流会

で作った手編みのバッグも展示しました。

たくさんの方にファミ・サポ事業に関心をもっ

ていただければ良いなと思いました。

★手芸
【パッチワークフレンズ】

素材の違う布や配色を工夫し手作りを楽しんで

います。

次回はどんな作品を作ろうかと色やパターンを

考えて悩む事も楽しみにつながります。

大作はありませんが、一人一人の想いが込めら

れた作品を一年分ギュッと展示できました。
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★活動報告
【ヒッポファミリークラブ津山】

ヒッポファミリークラブでは、この 1年間の交

流写真を展示させていただき、活動紹介やヒッポ

の研究部門が出版している書籍の紹介も併せて行

いました。

日頃の活動をなかなか一般の方に理解していた

だけないもどかしさもありますが、毎年さん・さ

ん祭りに参加させていただくことで、一人でも多

くの方にこの活動を理解していただけると幸いで

す。

★いけばな
【未生流中山文甫会津山支部】

さん・さん祭りに出展するため、花材や花器選

びなど、普段のけい古と違ったいけ花の勉強の機

会となりました。

また、他の団体の皆様の展示や催し物に接し、

参加者それぞれが感じたり学ぶことができた有意

義な 2日間だったと思います。

★活動報告
【美作クリニカル・アート】

ワークショップに参加してくれた人がほかにど

のような作品があるのかと問われた際に、展示を

見て帰ってくださいと伝えました。どこから好奇

心をわかせるかは人それぞれですが、好奇心がな

い人は足を向けにくいので、どう好奇心をくすぐ

る展示にするかが課題です。
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●その他のイベント

★活動報告
【NPO法人オリーブの家】

他の団体の方たちの作品が並ぶ中、NPO法人オ

リーブの家はDV被害者、貧困支援の具体的な活

動内容をポスターにして展示しました。

見てくださった方が「津山にあるとは知らなか

ったわ」と興味を持たれパンフレットを持ち帰ら

れていました。昨年より関心が高まっていると感

じています。

まちかど悩みごと無料相談
12 月 14 日（土）15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・プライバシーに十分配慮しながら、

①労働相談②福祉相談③就職相談④金融相談⑤保

障相談⑥法律相談⑦生活相談など、あらゆる悩み

ごとに対応するために、相談コーナーを設置しま

した。2日間で 3件のご相談がありました。少し

でも地域で暮らす方々の悩みごとを解決できれば

と奮闘しています。

通常は平日の月・水・金曜日

10時から 17時まで行っています。

お気軽にご相談ください。

津山圏域雇用労働センター内

電話0868-35-2433
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広報実績（一部）

広報津山（2019年 12月号）
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津山朝日新聞
（2019 年 12 月 11日掲載）

津山朝日新聞
（2019年 12月 14日掲載）
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実行委員会開催実績
回数 開催日時 主な内容等

第1回

令和元年

7月 6日（土）

14：20～15：15

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

令和元年

8月 10 日（土）

13：30～14：40

プログラム（学習会・展示・体験・講演会）、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、スタンプラリーについて

第3回

令和元年

10月 19日（土）

14：00～14：45

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

令和元年

11月 27日（水）

14：00～14：40

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

令和元年

11月 28日（木）

13：30～14：30

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 2020 候補

日、スタンプラリー、オープニングでのＰＲ、駐車券、

記録写真について

第5回（報告書

作成委員会）

令和2年

1月 18 日（土）

13：30～14：50

さん・さん祭りの反省会、さん・さん祭り2020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

11団体 23名で構成

【五十音順敬称略】

委員長 黒見 節子（21net つやま）

委員 井上 文孜子（国際ソロプチミスト津山）

遠藤 知子（ジェンダーフリー美作）

太田 詳子（国際ソロプチミスト津山）

大寺 玲子（国際ソロプチミスト津山）

岡部 しのぶ（国際ソロプチミスト津山）

影山 美由紀（（社）岡山県看護協会津山・勝英支部）

角野 いずみ（国際ソロプチミスト津山）

河崎 由賀里（煎茶道 小笠原真流みやび会）

川端 恵美子（ジェンダーフリー美作）

川端 美代子（華道家元池坊津山支部）

小林 孝（国際ソロプチミスト津山）

佐和 共栄（セミナー03）

須江 秀子（津山女性写真サークル）

杉山 祐充子（21net つやま）

田中 義治（写友みまさか）

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）

本田 チエ子（華道家元池坊津山支部）

水島 葉子（国際ソロプチミスト津山）

宗安 俊江（津山女性写真サークル）

森里 昭子（特定非営利法人オリーブの家）

山本 真弓（（社）岡山県看護協会津山・勝英支部）

【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



27



28

さん・さん祭り 2019 報告書

発 行 日 令和2年 2月 29日

発 行 さん・さん祭り 2019実行委員会

事 務 局 津山男女共同参画センター「さん・さん」

〒708-8520 津山市新魚町17番地アルネ・津山 5階

電話 0868-31-2533

FAX 0868-31-2534

電子メール sun-sun@city.tsuyama.lg.jp


