
と き：令和4年 7月 9日（土）～10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・文化展示ホール

主 催：さん・さん祭り 2022実行委員会 津山市

～明日へ！つながる わたしたち～
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ごあいさつ

さん・さん祭り 2022 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！つながる わたしたち～

「さん・さん祭り２０２２」が終わりました。学習会・展示・体験を企画実施してくだ

さった団体の皆様、事務局をしてくださった津山男女共同参画センター「さん・さん」の

皆様、そして、当日参加くださった皆様に心よりお礼申し上げます。

毎年開催されるのが当たり前と思っていたさん・さん祭りですが、思いがけないコロナ

禍の騒動で、前回から実に、３年ぶりの開催となりました。コロナ感染はまだ収束してい

ませんが、実行委員会を開催しながら、こうして集まれる幸せ、顔を合わせてお互いの活

動を交流できる幸せを感じたことです。

４月１７日から開催された実行委員会は、３年前までの実行委員の数より少ない状況で

したが、最初にテーマを決めました。意見を出し合って、決まったテーマは「明日へ！つ

ながる わたしたち」でした。このコロナ禍で、人がつながることの大切さに気づき、人

とのつながりを取り戻したい、という思いを感じました。

学習会の数も展示の点数も小規模で、前回に比べれば参加者数も少ない状況でしたが、

逆に、参加者同士の交流がゆっくりできたのではないでしょうか。展示ホールの準備、そ

して当日の受付など展示ホールのお世話も、各団体のご協力でできました。

学習会では、「切り絵アートにチャレンジ」で完成した切り絵を、展示ホールに展示して

来訪者に見ていただくことができました。「私のやれてないこと、いっぱい！～男女共同参

画の始まり、今、これから～」では、参加された皆様から思いをお聞きして交流すること

ができました。「だれでも簡単、手軽に！アイスコーヒーのいれかたセミナー」も開催。ど

の学習会でも参加してくださった方の笑顔や交流ができたことでしょう。２日間にわたる

３つの体験コーナーも、ありがとうございました。

「さん・さん祭り２０２２」を通じて、人がつながり、明日に向けて広がっていくこと

を祈念し、お礼といたします。
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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

7月 9日・10日の両日、3年ぶりに「さん・さん祭り」を開催することができました。

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。

この「さん・さん祭り」は今回で 19 回目ですが、夏に開催するのは平成 17(2005)年

以来です。

令和 2(2020)年 12 月に予定していた「さん・さん祭り」は、新型コロナ感染が拡大中

であり開催を断念したため、令和 3(2021)年の開催は新型コロナの影響が少ないと思われ

る 7月を予定していました。

しかし、新型コロナの緊急事態宣言があり、実行委員会ではこの年も開催中止を決断し

ました。

今年の祭りも、開催できるかどうか危ぶまれましたが、感染症対策を講じた上で、無事

に実施できました。重ねて関係者の皆様にお礼を申し上げます。

祭りの内容については、例年参加してくださっていた団体が参加できないことや、参加

団体の実働人員が少ないこともあり、規模を縮小しての開催でした。

ウィズコロナの時代を迎えたことや、以前の実行委員会で「祭りがマンネリ化している

のでは」との指摘もあり、「さん・さん祭り」全体の構成を見直す時期がきたのかなと感じ

ています。

男女共同参画社会の実現を目指す取組として、この「さん・さん祭り」を実施しており

ますので、今後とも皆様の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）

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）

団体名 実行
委員

展示・
活動報告

体験等
学習会
講演会

華道家元池坊津山支部 ○ ○
香燿会 ○ ○
ジェンダーフリー美作 ○ ○ ○
写友みまさか ○ ○
セミナー03 ○ ○ ○
津山サンタフェ友好協会 ○
津山市人権尊重の教育推進協議会 ○
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 ○ ○
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 ○ ○ ○

7 月 9日（土）

午前 10時から午前10時 15 分

黒見実行委員長からの開会のあいさつに続き、

森上譲参与からごあいさつをいただきました。

３年ぶりの開催でしたが、人数制限や換気、消

毒等の感染防止対策を行い、市民の方にお集まり

いただきました。

切り絵アートにチャレンジ
7月 9日（土）

午前10時 30分から午後0時 30分

講師 梅田 直人さん

【津山ファミリー・サポート・センター】

そばに居た一年生の子どもさんが最初は意欲が

なく戸惑っていたが、どんどん楽しくなって作品

作りに夢中で挑んでとても良い時間でした。

みなさんの感性がすてきでした！親が教えられ

ない体験ができてとても楽しい時間でした。
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●体験コーナー（スケジュール順）

七夕に願いを
7 月 9日（土）・10日（日）

午前10時から午後5時（10日は 3時まで）

【津山市人権尊重の教育推進協議会】

笹竹が小ぶりだったので、あまり目立たなかっ

たが、親子で立ち止まって一生けん命書いてくれ

ました。時節柄コロナ関連の願いが多く、次いで

戦争・平和に関するものが目立ちました。子ども

達は、将来の夢です。みんなの願いが叶うといい

ですね。

だれでも簡単、手軽に！

アイスコーヒーのいれかたセミナー（初級）

7月 9日（土） 午後 1時 30分から午後3時

【津山男女共同参画センター「さん・さん」】

男性の家事参加を促進、また家事の合間のリラ

ックスをするために開催しました。コーヒーの種

類や産地の特徴、豆の種類、また焙煎の方法や抽

出の方法による味の違いを学び、その後実際にア

イスコーヒーを淹れてみて味の違い等を楽しみま

した。ちょっとした抽出方法の違いでも味に差が

あり、その違いを参加者で楽しみました。

『私のやれてないこと、いっぱい！

-「男女共同参画社会」の

始まり、今、これから-』
7 月 10 日（日）午前10時 30分から

午後 0時 30分

講師 永禮 宜子さん

【ジェンダーフリー美作／セミナー03／

21net つやま】

津山市の男女共同参画施策の転換が、90年代

の「女性室」設置、その後、今の『津山男女共同

参画センター「さん・さん」』に繋がっている。

背景の津山の女性たちの活動を紹介して、未来に

繋げたいと企画。思いを語り合った。
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●展示コーナー（五十音順）

心のいやしと脳トレ 臨床美術
7 月 9日（土）・10日（日）

午前 10時から午後3時

【美作クリニカル・アート】

残念ながら予想通り、全体の入場者数が少なか

ったために、体験コーナーへの参加数もあまり多

くなかったのは残念でした。

コロナ禍の中ごんご祭りの日程と重なりました

が、まずは３年ぶりに実施できた事を良しとする

べきかも。

アロマ発泡バスボム作り
7 月 9日（土）・10日（日）

午前 10時 30分から午後3時

【津山男女共同参画センター「さん・さん」】

手軽に作れるバスボムを、子どもから大人まで

楽しそうに作っていました。成形する際には力の

いれ具合など、子どもには補助が必要でした。

リラックスできるバスタイムを楽しみに、大切

に持ち帰っておられました。

★いけばな
【華道家元池坊津山支部】

今年はテーマをつけず、好きな形を自分で思う

ままに生けていただき、一人一人が自分の力を出

し切りました。はじめはコロナの中でどうなるか

心配でしたが、皆さんからのおもいやりや譲り合

いに助けていただき、良い作品に仕上がりました。
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★書
【香燿会】

生徒が少人数の為、さみしい展示になりました。

少し大きめの華やかな作品を出品したかったの

ですが力不足です。文化の継承頑張ります。

★活動報告
【ジェンダーフリー美作／セミナー03／

21net つやま】

2005年に「津山松平藩町奉行日記（一）」をジ

ェンダーの視点で現代語に直した。今回、江戸時

代の女性たちの暮らしや思いを、今の私たちも共

有したいと展示した。持ち帰り資料「江戸時代の

津山の女性たち（その一）」を準備、配布した。

★写真
【写友みまさか】

前回に比べて出展数が少なく会場全体に活気が

乏しい感じがした。

ごんご祭りと重なって準備から片付けまでの日

数が増えたので、さん・さん当局にも参加団体に

も負担増となったのではないかと感じた。
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★活動報告
【津山サンタフェ友好協会、津山にほんごの会】

津山にほんごの会は、主に教室案内の展示、津

山サンタフェ友好協会は過去の交流事業について

の報告を展示しました。

今回の展示をきっかけに、来場者に事業のこと

を知っていただき、興味をもってもらえたのでは

ないかと思います。

★写真
【津山女性写真サークル】

厳しい情勢にありながら実施にこぎつけられた

みんなの努力に感謝です。発表の場があることは

撮影者のよろこびでもあります。来年こそみんな

が安心して開催できますように。

★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、法務局や自治体と連携して人権

に関する相談・調査・啓発などの活動を行ってい

ます。今年は、来場者は少なかったが、熱心に見

てもらえました。

今後も一人ひとりの人権が大切にされるよう活

動していきます。
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★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、今年はＤＶに関するパネルを７点展示す

る等、広い壁を活用した展示レイアウトに仕上げ

ました。

★俳句
【津山俳句を楽しむ会】

年一回の発表の場を楽しんで展示させて頂きま

した。ただ、短冊、色紙のみの展示で、少し地味

なコーナーとなってしまいました。

来年は更に工夫をして展示したいと思います。

★活動報告
【津山ファミリー・サポート・センター】

参加した年少～小学4年生までの子ども６人と

会員や一般の中高年の方々の幅広い世代の参加が

あった。参加者が思い思いに立体的に作り上げた

作品を展示したら、色とりどりでインパクトがあ

った。

展示した自分の作品を見て満足されていた。
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●その他のイベント

★手芸
【パッチワークフレンズ】

いろいろ制限のある中ですが、作りためていた

作品をドーンと展示出来ました。

家族連れのみなさん、汗をふきふき来場下さっ

た方々にも熱心に観ていただきました。

いつもと同じに安全に出来たことが、何よりで

す。

★活動報告
【美作クリニカル・アート】

例年と異なり、コロナ禍で３年ぶりの再開、ご

んご祭りの同日開催、人の動きが全然異なる中、

出展する参加グループも少なく、どれほどの効果

があったかは数字が示しているのではと思いま

す。来年以降もできるのであれば、基本に戻って

意義を考えてみたいと思います。

まちかど悩みごと無料相談
7 月 10 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。１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（2022年 7月号）

津山朝日新聞
（2022 年 7月 9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４年

4月 17 日（日）

10：30～11：35

委員会立ち上げ、新型コロナウイルス感染症対策に

配慮した開催について、委員長選出、予算・日程・会

場、テーマ、オープニング、登録団体以外への参加呼

びかけ、広報（広報媒体、チラシのサイズ・色）

第2回

令和4年

5月 21 日（土）

10：30～11：45

展示コーナー・体験コーナーの搬出について、プログ

ラム（学習会・展示・体験・講演会）、係員の配置、

駐車券、チラシ、スタンプラリーについて

第3回

令和4年

6月 4日（土）

10：30～11：10

オープニング、プログラム（現在の状況、会場レイア

ウト）、紹介カード、イベント報告書の提出

展示部門

打合せ会

令和4年

6月 25 日（土）

13：35～14：45

搬入搬出、展示ホール準備・片付け、レイアウト、キ

ャプション、団体名表示、ホール受付当番、駐車券、

パンフレット

第４回

令和4年

6月 25 日（土）

15：00～15：25

オープニング、プログラム（最終確認）

第5回（報告書

作成委員会）

令和4年

8月 27 日（土）

13：30～14：50

さん・さん祭りの反省会、さん・さん祭り2023日程

決定、監査、報告書作成等について
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実行委員一覧

8団体 8名で構成

【五十音順敬称略】

委員長 黒見 節子（21net つやま）

委員 遠藤 知子（ジェンダーフリー美作）

黒見 節子（21net つやま）

佐和 共栄（セミナー03）

須江 秀子（津山女性写真サークル）

田中 義治（写友みまさか）

内藤 久子（香燿会）

本田 チエ子（華道家元池坊津山支部）

三村 律子（パッチワークフレンズ）

【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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さん・さん祭り 2022 報告書

発 行 日 令和4年９月 17日

発 行 さん・さん祭り 2022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


