
申込フォーム▶

所属
（会館名・団体名） 全国女性会館協議会

保育
※１歳～就学前まで
※先着６名

ふりがな

ふりがな

氏名

住所

電話番号 FAX 番号

メール

▼【参加希望のプログラムについて】参加方法や保育希望にチェック✓してください。

▼全国女性会館協議会会員のみご記入ください

「男女共同参画センターの
  アウトリーチ事業について」

「男女共同参画センターの
  ライブラリーについて」

情報交換会（全国女性会館協議会会員のみ）

2/4 ㊏ 
ホールプログラム □ 会場参加　□ オンライン参加 □ 手話希望 □ 要　□ 不要保育：

―

□ 要　□ 不要保育：

□ 要　□ 不要保育：

□ 参加する　□ 参加しない

2/5 ㊐

分科会①

分科会②

□ 参加する（会場参加のみ）

□ 会場参加　□ オンライン参加

□ 会員　　□ 一般

□ 希望する お子様の氏名
年齢 （　　歳　　か月）

連
絡
先

【個人情報の取り扱いについて】
申込時にいただいた個人情報については、本事業の運営およびそれに関わるご連絡以外の目的では使用しません。また個人情報を無断で第三者に提供することはござい
ません。ただし、新型コロナウィルス感染症の感染が判明した方の来場が確認された場合には、保健所等の公共機関へ提供させていただく場合があります。

【申込方法】全国女性会館協議会  第 66 回  全国大会  in かわさき

参加申込書

①川崎市男女共同参画センター（すくらむ 21）ホームページの申込フォームから申込

②以下の参加申込書に記入し、FAX で申込　

【宛先】　FAX:044-813-0864

会場・申込み・問合せ
川崎市男女共同参画センター

（愛称：　　　　　　）

京浜急行「羽田空港第１・第２ターミナル」駅⇒「京急蒲田」駅経由「京急川崎」駅⇒JR 南武線「川崎」駅⇒「武蔵溝ノ口」駅

宿泊については、ご自身で手配をお願いします。
JR 東海道線「東京」駅⇒「川崎」駅⇒JR 南武線「川崎」駅⇒「武蔵溝ノ口」駅

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策について
　・御来場の際は、マスクの着用と手指消毒に御協力ください。
　・当日の体温を測定の上、体調が優れない場合は御来場をお控えください。
　・新型コロナウイルス感染症の拡大状況により会場での聴講は急遽中止となる場合があります。

〒213-0001
川崎市高津区溝口2-20-1
電話：044-813-0808
FAX： 044-813-0864
URL：https://www.scrum21.or.jp/

検 索すくらむ 21　　    
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至川崎
至立川 JR 武蔵溝ノ口駅

至中央林間

フライド
チキン店

川崎市男女共同
参画センター
（すくらむ21）

申込期間　 2022/12/15 ㊍～ 2023/1/23 ㊊

2
2023 年

月4日㊏ 13:30～ 16:00

2月5日㊐ 9:30～ 12:15
情報交換会

事業企画大賞表彰式 / 基調講演 / 対談・質疑 他

分科会１「男女共同参画センターのアウトリーチ事業について」
分科会２「男女共同参画センターのライブラリーについて」 他

〒213-0001　川崎市高津区溝口 2-20-1

17:00～ 18:30

お茶の水女子大学大学院修士課程修了。駒木野病院勤務等を経て 1995 年原宿カウンセリング
センター設立、2021 年 5 月で所長を引退し現在は顧問。アディクション、摂食障害、ひきこも
りの本人とその家族、DV、子ども虐待、ハラスメントや性暴力の加害者・被害者などのカウン
セリングを行ってきた。日本公認心理師協会会長、日本臨床心理士会理事。
著書に「アディクションアプローチ」「DV と虐待」「加害者は変われるか」「家族と国家は共謀す
る」など多数。最新著に「アダルト・チルドレン」（学芸みらい社、2021）「言葉を失ったあとで」

（上間陽子さんとの対談、ちくま書房、2021）「タフラブ、絆を手放す生き方」（dZERO、2022)

1993 年東京都生まれ。早稲田大学卒業。編集ライター。大学在学中よりフェミニズム活動に参加し、署名活動やパ
フォーマンス、レクチャーなどを行う。ウェブメディア「パレットーク」副編集長をつとめる傍ら、ジェンダーやフェミ
ニズムに関しての執筆や講演を行う。

全国女性会館協議会 第 66 回 全国大会  in かわさき
＆

令和４年度 男女共同参画かわさきフォーラム

家族からはじめるジェンダー平等
 -カウンセリングの現場から-

ジェンダー平等を実現しようジェンダー平等を実現しようジェンダー平等を実現しよう

「信田さんへ、次世代から-」 伊藤 まり対談者： さん

日　時

会　場 川崎市男女共同参画センター（すくらむ 21）

川崎市、かわさき男女共同参画ネットワーク、全国女性会館協議会

日本テトラパック株式会社、国際ソロプチミスト川崎（予定）協賛/

主催 / １日目プログラム：

全国女性会館協議会２日目プログラム：

信田 さよ子講師： さん
のぶた

基調講演

対談・質疑

事前
申込制

お申込は裏
面へ

令和４年度  男女共同参画
かわさきフォーラム

≪同時開催≫

川崎市男女共同参画センター（すくらむ 21）　

羽田空港からのアクセス

JR 東京駅からのアクセス

※JR 南武線「武蔵溝ノ口」駅　徒歩 10 分
※東急田園都市線・大井町線「溝の口」駅　徒歩 10 分

（全国女性会館協議会会員限定）

（全国女性会館協議会会員限定）

分科会への運営協力 □ 可　　　□ 不可

情報交換コーナー資料 □ 事前送付　　　□ 持参　　　□ なし



特定非営利活動法人 全国女性会館協議会　第 66 回全国大会 in かわさき　プログラム

１日目　２月４日㊏ 会場

ホール（1F）

聞き手：

講師：

13：00
13：30
13：45
14：05 ～ 15：05

15：05 ～ 15：15
15：15 ～ 16：00

16：00

開場・受付
開会　あいさつ
事業企画大賞表彰式
基調講演

休憩
対談・質疑

閉会

「家族からはじめるジェンダー平等
　　　ーカウンセリングの現場からー」

信田さよ子さん

伊藤まりさん

「信田さんへ、次世代からー」

２日目　２月５日㊐ 会場

第 1・2 研修室
（2F）

多目的室
（4F）

ホール（1F）

9：00

9：30 ～ 11：30

11：30 ～ 11：45

11：45 ～ 12：15

開場・受付

分科会　「事例報告とグループディスカッション」

【分科会１】　会場参加のみ

　「男女共同参画センターのアウトリーチ事業について」

【分科会２】　会場参加とオンライン（zoom）参加のハイブリッド

　　　　　　方式

　「男女共同参画センターのライブラリーについて」

休憩

全体会

全国女性会館協議会

　2022 年度事業報告

　次年度事業計画概要

次回大会開催案内

その他

閉会

各会場

・質疑の時間に質問できるのは、会場にて聴講される方のみです。
・手話通訳あり（要事前申込）
・一時保育あり（要事前申込、1 歳～未就学児、定員 6 名）
・当日は男女共同参画かわさきフォーラムと同時開催のため、一般市民の方も会場で聴講します。

参加方法❶

備考

・全国女性会館協議会会員は参加費無料。
・会場での参加限定で、会員外の方（非会員の男女共同参画センター職員、行政担当職員、
    関心がある方）の参加を受付けます。参加費は 1,000 円です。（当日お支払いください。）

・一時保育あり（要事前申込、1 歳～未就学児、定員 6 名）

備考

参加方法❷

定　員：
対　象：
参加費：

定　員：
対　象：
参加費：

100 名、先着順
全国女性会館協議会会員
無料

80 人
全国女性会館協議会会員限定
無料

２月４日㊏

２月５日㊐

会場で聴講 オンライン (zoom) で聴講

参加方法❶

定　員： 25 名、先着順

会場のみ 参加方法❷

定　員： 会場・オンライン（zoom）参加ともに
各 16 人、先着順

参加費：
会　場：

1 名 5,000 円
大会会場から徒歩で 10 分
程度の飲食店を予定

＜ハイブリッド方式＞

会場＆オンライン (zoom)

分科会

１
分科会

２

①川崎市男女共同参画センター（すくらむ 21）ホームページの
　申込フォームから申込
②裏面の参加申込書に記入し FAX にて申込

2022/12/15㊍ ～ 2023/1/23㊊申込期間

申込方法

川崎市男女共同参画センター（すくらむ 21）
【※詳細は裏面を参照ください】

申込み・
問合せ先

情報交換会（２/４㊏）

＊参加費は当日現金でお支払いください。
＊2023 年 1 月 24 日（火）以降のキャンセル
　はお受けしかねます。

事例報告者：東 香織さん

「こども食堂に寄せられる地域課題にジェンダーの視点
で寄り添い解決をめざす」

（エセナおおたセンター長）

事例報告者：久野美鶴さん、嶋田エリカさん

「女性情報とライブラリー活動」

（大阪府立男女共同参画・青少年センター情報ライブラリー
  スタッフ）

事例報告者：佐藤 翠さん

「非正規シングル女性の調査を踏まえたサテライト・
カフェ事業について」

（川崎市男女共同参画センター職員）

事例報告者：阪口 さゆみさん

「小さな男女センターでもできるライブラリーの
  運営」

（世田谷区男女共同参画センター館長）

全国女性会館協議会会員館が発行する啓発誌、チラシ、制作物などの資料を交換する
ためのコーナーです。2023 年 1 月 31 日（火）までに川崎市男女共同参画センターあ
てに送付または当日にご持参ください。100 部程度までとし、残部は大会終了後、各自
でお持ち帰りください。

資料情報交換コーナー


