※新型コロナウイルスの影響により中止になる場合があります。ご来場の際は、感染予防のため自宅での検温とマスクの着用をお願いします。

３月６日(土)～１８日(木)
摂
津
市
立
男
女
共

男女共同参画センターウィズせっつと男女共同参画推進団体の活動発表の場です！
今年度はコロナ感染拡大防止のため約２週間にわたり分散して開催します。

３月６日

土

同

午前 10 時～午後４時

参

コミュニティプラザ１・３階

画

みんなのせっつ村
みんなのせっつ村体験

セ
ン
タ
ー

男の料理教室土曜会

みんなで一緒に料理をつくろう
午前９時 30 分～11 時 30 分

(一部午前 9 時 30 分開始)

おおきなかぶの

ちいさな絵本ひろば
午前 10 時～午後１時

午前 10 時～午後２時

コミュニティプラザ３階

市岡裕子 講演会
苦しい時こそ夢と希望と音楽を♪
午後１時３０分～３時

♪市岡裕子講演会 ♪

ニューヨーク・ハーレムの黒人教会で本場のゴスペルに
出会い、ゴスペルシンガーの道を歩んだ市岡さんの講演。

午後３時～３時４５分
ウ

要予約

活動発表

つどい場「輪」、朗読グループグッド・ムーン
中日梨園企画研究会

ィ
ズ
せ
っ
つ

６日～11 日

団体展示

おしゃべりと花の会、自由を楽しむパステル
ハート to ハンドメイドの会、つどい場「輪」
子育て支援 Pamoja、新日本婦人の会摂津支部
遊フォークラブ

◆ ウィズせっつフェスタweeks 団体企画 ◆
9 日 発達が気になる子どものための親子広場

国際女性デー人権映画上映会

（子育て支援 Pamoja）

９日

シナプソロジー＆ガンバルーン体操
（NPO 法人摂津市人材サポート・ビューロー）

３月７日

11 日 ブックカフェ＆蝋引きしおり作り体験

日

男女共同参画センター交流室
午前 10 時～１２時

「オフサイド・ガールズ」
午後１時 30 分～３時 30 分

「火の山のマリア」

お問い合わせ

要予約

（カタリベブックカフェ千里丘）

12 日
13 日
14 日
18 日

アマビエをつくろう （ハート to ハンドメイドの会）
手づくり体験 go=en
（ｇｏ＝ｅｎ)
つまみ細工作りと工作
（ほめたいね♡）
ぽてとひろば
（ＮPO 法人キッズぽてと）
※一部予約が必要な催しがあります

摂津市立男女共同参画センター・ウィズせっつ

〒566-0021 摂津市南千里丘 5-35 摂津市立コミュニティプラザ 1 階
ＴＥＬ：０６－４８６０－７１１２
E-mail：danjyo@with-settsu.jp

ウィズせっつ

検索

.

摂津市立男女共同参画センター・ウィズせっつ

期間：3 月 6 日（土）～3 月 18 日（木）

ウィズせっつフェスタ weeks 2021 スケジュール
３月６日(土)

３月７日(日)

●みんなで一緒に料理をつくろう
💰500 円

（男の料理教室土曜会）

国際女性デー人権映画上映会

要予約 ９：30 -11：30 調理室

要予約

●みんなのせっつ村体験 （みんなのせっつ村）
10：00-14：00 交流室
●おおきなかぶの小さな絵本広場 （絵本よみきかせ隊おおきなかぶ）
10：00-13：00 子どもルーム

交流室

◆「オフサイドガールズ」
10：00-12：00
◆「火の山のマリア」
13：30-15：30

市岡裕子講演会「苦しい時こそ夢と希望と音楽を♪」& 発表会
要予約

13：30-15：45（コンベンションホール）

●市岡裕子講演会
●推進団体発表会

13：30-15：00
15：00-15：45

市岡裕子
ゴスペルシンガー。

◆つどい場「輪」のスマイル広場
◆朗読グループ・グッドムーン 「じごくのそうべい」
◆中日梨園企画研究会 一人芝居「化粧」

３月９日(火)
●発達が気になる
子どものための親子
広場
（子育て支援 Pamoja）

10：00-12：00
交流室

３月 13 日(土)

展示

３月 11 日(木)

●脳がよろこぶ、笑顔が
生まれるシナプソロジー
&ガンバルーン体操

●立ち読みブックカフェ
＆蝋引きしおり作り

（NPO 法人 摂津市人材

10：00-14：00
交流室

サポート・ビューロー）

13：３0-15：00

（カタリベブックカフェ千里丘）

要予約
健康増進ルーム

３月 14 日(日)

（ほめたいね♡）

💰５０円～２００円
10：00-14：00
交流室

３月 12 日(金)
●アマビエを作ろう＆
ストップ DV タペストリ
ー２０２１発表
（ハート to ハンドメイドの会）

💰３00 円

要予約

10：00-11：30
交流室

💰 500 円

●手づくり体験ｇo=en ●ほめたいね♡の体験
ワーク＆手づくりショ
ップ
（ｇｏ＝ｅｎ）
💰５００円～
10：00-14：00
交流室

吉本新喜劇元座長、
故岡八朗氏の長女。

３月 18 日(木)
●ぽてとひろば
～親子でほっこり～
（NPO 法人 キッズぽてと）

1０：00-1５：00
交流室

３月 6 日(土)～11 日(木)

●自由を楽しむアート展
●子育てを楽しく前向きに
〈自由を楽しむパステル〉
〈子育て支援 Pamoja〉
●ストップ DV タペストリー
●持続可能な世界を誰一人
〈ハート to ハンドメイドの会〉
取り残さない草の根からの SDGｓ
●四季の情景遊フォー写真展
〈新日本婦人の会摂津支部〉
〈遊フォークラブ〉
●お花を見て元気になろう！※３月 8 日まで
●つどい場「輪」のスマイル広場
〈おしゃべりと花の会〉
〈つどい場「輪」〉
場所：エントランス、情報スペース、ウィズせっつ事務所前

マークの催しに
ついては申し込み不要
です。当日、自由にご
参加できます。
マークは一時保育
があります。対象は１歳
～就学前児まで。
申し込み締め切りは各
催しの５日前までです。
（要予約、先着順）
企画内容の詳細は、
ウィズせっつセミナーガ
イドをご覧ください。
ウィズせっつでは三密
対策や消毒を行いなが
ら講座を実施します。

