
2022年10月１日㊏～10月10日㊊㊗

遊学館（山形市緑町１-２-３６）

【無料託児所あり】 時間：午前9：00～12：20 年齢：満1歳～就学前のお子さんを対象に12名まで　※事前申込が必要

10月１日㊏・２日㊐

10月２日㊐
10月３日㊊は休館日10月１日㊏～10日㊊㊗

●ワークショップ･･･････････････････
●展示・発表･･････････････････････
●県民交流コーナー･･････････････

※詳しくは裏面をご覧ください。

お問い合わせ・お申し込み先

HPからの
お申し込みは
こちらから

〒990-0041　山形市緑町1-2-36（遊学館2階）
TEL:023-629-7751 FAX:023-629-7752
主催　チェリアフェスティバル山形2022実行委員会
　　　山形県男女共同参画センター（（公財）山形県生涯学習文化財団）
　　　山形県（しあわせ子育て応援部　女性・若者活躍推進課）
協力　山形県立図書館

山形県男女共同参画センター「チェリア」

遊学館 2階ホール

10月２日㊐ （9：30受付開始）10：00～12：05 プロフィール

（＃なんでないのプロジェクト主宰）

遊学館ホール 150名
オンライン配信 100名

オープニングセレモニー「美しいやまがたアルプホルンクラブ」による演奏

恋愛、キャリア、結婚、出産から更年期、その先も！
「誰もが知っておきたい性と生殖に関する健康と権利」

福田 和子 氏
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※駐車場について
　遊学館駐車場・県営駐車場をご利用の方は、入館時と退
　館時に 1階総合受付案内へ駐車券を出してください。
　ご利用時間に合わせて料金が割引になります。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、企画内容の変更、中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。

山形2022

ちがいを超えて
平和と未来へ紡ぐハーモニー

男女共同参画についての理解を深めるため、チェリア登録団体の
活動発表や交流などを行うものです。みなさまぜひご参加ください！

大学時代、スウェーデン留学中に日本での避妊法の選択
肢や性教育の不足を痛感し、帰国後2018年5月に「＃なん
でないのプロジェクト」を開始。オンライン署名や講演活
動、執筆などを通して、性の健康・権利を守り向上させる
ことを目標に活動している。2021年スウェーデンヨーテボ
リ大学大学院公衆衛生修士号取得の後、国連人口基金
ルワンダ事務所に勤務、現在は東京を拠点に活動中。
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■お名前

※収集した個人情報は､厳正に管理し､また規定した利用目的の範囲内でのみ使用します。

【講演会・託児】チラシ表面に記載してあります山形県男女共同参画センター(チェリア) あて　電話・FAX・郵便・メールいずれかにてお申し込みください。

10月１日（土）

10月１日（土）・２日（日）

要申込

要申込

10月2日（日）

●「人生楽しく 環境にやさしく」（フリーマーケット）
　国際ゾンタ山形ゾンタクラブ 9:30 ～ 15:30
●「フリーマーケット」社会芸術ラボORINAS　9:30 ～ 15:00

●男女共同参画を推進する図書の展示 ●講演会の内容に関する書籍の展示

●「ほわっとした絵でホッとしてみませんか」（パステル画体験）
　だがしや楽校パステル倶楽部 13:00 ～ 16:00
●バルーンアート 14:00 ～ 16:00

●「サイエンスカフェ」（光合成に関する実験と座談会）
　やまがた夢★未来Ｇirls プロジェクト
　10:00 ～ 12:00　定員 12組（女子中高生と保護者）
　遊学館３階第 1研修室
　申込：https://forms.office.com/r/MR3kpe56ij

●オープニングセレモニー　「美しいやまがたアルプホルンクラブ」による演奏及び講演会 福田 和子 氏「誰もが知っておきたい性と生殖に関する健康と権利」　
　10:00 ～ 12:05

●「ALLY（アライ=LGBT理解者)になろう！～誰もが暮らしやすい山形に～」
　桜桃（チェリア）の会　定員：15名　　           （ＬGBTに関する講座）
　13:30～15:00　遊学館3階第２研修室

●「山形シネマクラブ公開映写会」　（自作ビデオ作品の公開）
　山形シネマクラブ
　13:00 ～ 15:00　遊学館 2階学習室

●「気軽に話そうジェンダーカード体験会」　定員：16名（途中入室可能）
　ちぇりっぽ
　10:00 ～ 13:00　遊学館 2階学習室

●「あなたが大切な人を守るゲートキーパー養成講座」
　（傾聴技法、カウンセリング体験）　定員：15名
　( 一社 ) 日本産業カウンセラー協会東北支部山形県運営部
　14:00 ～ 15:30　遊学館 3階第３研修室

●「あなたのそばに助産師がいます」　（アロマハンドトリートメント・健康相談・赤ちゃん抱っこ体験）　
　山形県助産師会　各定員：15名
　10月1日（土）1回目9:30～12:00　2回目13:30～16:00
　10月2日（日）13:30～16:00　遊学館3階和室研修室

9:00 ～ 17:00　遊学館 2階ギャラリーほか

9:30 ～ 17:00　2階ギャラリー

10月1日（土）～10日（月・祝）
●「カムカム♪サークルランド～楽しむ子ども育て～」
　（特非）やまがた育児サークルランド　
●「子どもを暴力から守るために～CAP やまがた～」（活動紹介）
　CAP やまがた
●「こんにちは！人権擁護委員会です」（人権パネル）
　山形県人権擁護委員協議会男女共同参画委員会
●「県内市町村の男女共同参画度チェック 2022」
　桜桃（チェリア）の会
●「子どもたちに“性の学び”を」（教材展示）
　“人間と性”教育研究協議会山形サークル
●「見て見て！これ作ったよ！刺し子作品展」（作品展示）
　刺し子クラブみどり　※交流コーナーガラスケース内展示

10 月１日（土）・２日（日）
●「働くあなたを応援します～心の健康アドバイザーのご紹介～」（パネル展示）　
　( 一社 ) 日本産業カウンセラー協会東北支部山形県運営部
　10:00 ～ 15:00　2階ギャラリー
●写真展「私たちは特別じゃない！」
　天童市男女共同参画社会推進委員会
　9:00 ～ 17:00　遊学館 2階第６研修室

チェリアフェスティバル山形 2022　参加申込書（申込締切 9月9 日（金））

展　示・発　表 10月1日（土）～10月10日（月・祝）の期間

県民交流コーナー

山形県立図書館

10月２日（日）

ワークショップ 10月1日（土）・2日（日）

講　演　会 10月2日（日）

〈団体名および内容〉

・お子さんのお名前 (ふりがな )

（9：00～12：20 先着12名）

チェリアフェスティバル山形  2022　催し物一覧

FAX:023-629-7752福田 和子 氏 講演会 遊学館ホール
・お子さんの 10/2 当日の年齢

(　　　　　歳　　　　ケ月 ) (　　　女　　　・　　　男　　　)

・お子さんの性別

■電話番号 ■メールアドレス ※講演会オンライン配信希望の方は
　必ずご記入ください。

■ご住所　〒

●「夫婦の働き方が将来を決める！二人の収入がもたらす豊かな人生のつくり方」
　（特非）やまがた育児サークルランド（生活設計などお金について情報提供）
　14:00 ～ 15:30　定員：10名　遊学館 3階第１研修室

●「男女共同参画について話してみよう～カードや本を使って～」
　チェリア塾ネットワーク（ジェンダーカードや本を使った意見交換）　
　13:00 ～ 15:00　定員：10名（出入り自由）　遊学館 2階学習室

●「身近なところの男女平等を考えよう！」　（DVD上映など）
　山形人権擁護委員協議会 男女共同参画委員会　　
　13:30 ～ 15:30　定員：15名　遊学館 3階第２研修室

●「丹田呼吸法で全てが整う」　（フラダンス、呼吸法）
　日本丹田呼吸法セラピー協会
　1回目 13:30 ～ 14:30　2回目 15:00 ～ 16:00　各定員 15名
　遊学館 3階第３研修室

●「刺し子体験ワークショップ～刺し子をしながらいっぱい話そう！～」
　刺し子クラブみどり　　　　　　　　　　　　　　（手芸と意見交換）　
　13:00 ～ 15:00　遊学館 2階学習室

●「カラフルCafé in チェリアフェスティバル」　（多様な性やGBTQ＋をテーマに懇談）　
　天童市男女共同参画社会推進委員会
　13:30 ～ 14:30　遊学館 2階第６研修室

●「ハロウィンコミュニケーションワークショップ」　（ペーパークラフト体験）
　社会芸術ラボORINAS
　13:30 ～ 15:30　定員：15名　遊学館 3階第４研修室

10月6日（木）～9日（日）
●「SDGｓ 森の素材で   花を紡ぐ」（フラワーアレンジメント展示）
　はなはな倶楽部・居場所づくりはなカフェ

9:30 ～ 17:00　2階ギャラリー10月1日（土）～6日（木）
●「祈りの花展」（生け花展示）
　フラワーキッズ・日本伝統文化おもしろこども教室

9:00 ～ 17:00　2階ギャラリー10月1日（土）～9日（日）
●「わたしの声で世界を変える～ our voices will change the world ～」
　ガールスカウト山形県連盟                                         （活動報告等）

託児希望
オンライン配信

　TEL.023-665-5915


