
 

ウィズせっつフェスタ 2017 体験・イベントスケジュール 
                10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:15 

１
階 

エントランス 
指でくるくる描いたパステルアートの作品展と体験教室 

輪ゴムで飛び出す紙コップ人形 

子どもルーム 
おおきなかぶのちいさな絵本広場 

前向き子育てミニミニ講座 

交流スペース Earth Village～世界の多様な文化にふれてつながろう～ 

交流室 誰でも気軽にお花にふれよう 

屋外 自由通路 模擬店（売り切れごめん） 

２
階 

会議室１ お花を活けながら、おしゃべりをしましょう 

会議室２ 「輝いていますか！ 女性たち」私や家族の権利守られていますか？ 

会議室３・４ つどい場「輪」のスマイル広場 

会議室５・６ 「本」を読むカフェとチャリティひと箱古本市 

工作室 人気のアフリカ布で作る小物ワークショップ 

研修室１・２ キッズぽてとの“ふれあいひろば” 

３
階 

ホワイエ 手作り体験コーナー 

コンベンション 

ホール 

手づくりマルシェ 

パープルリボンをあしらった小物を作ろう 

 

ごちゃまぜライブ

（午前の部） 
 

ごちゃまぜライブ 

（午後の部） 

※オープニング：9時 30分から／フィナーレ：14時 15分から 場所はどちらもコンベンションホール 

展示 

  タイトル 団体名 

１
階 

指で描く、思いをつなげる 

ピンクリボンアート展 
自由を楽しむパステル 

四季の情景・遊フォー写真展 

イクメン・カジメン写真セレクト 
遊フォークラブ 

つどい場「輪」のスマイル広場 

～活動の様子～ 
つどい場「輪」 

徘徊「ママリン８７歳の夏」上映会と 

トークショーの報告 
NPO法人情報ネット・ワークス 

摂津市の過去・現在までの変遷 
NPO法人摂津市 

人材サポート・ビューロー 

子育てに小さなおせっかい！！ せっつ子育て応援隊 

前向き子育て 

～ママもパパも子育てを楽に楽しく！～ 
子育て支援「Ｐａｍｏｊａ」 

華ある生活でイキイキ元気✿ フラワーアレンジメントの会 

フラワーアレンジメントを通して 

ママ同士の親睦を深めよう！ 

子育てママのフラワー 

アレンジメント「めぐみ」 

２
階 

このお花の名前はなんでしょう？ おしゃべりと花の会 

３
階 

第７回手づくりマルシェ＆手作り体験  

作家紹介 
go=en 

ウィズせっつ企画展示 

１
階 

男女共同参画マニフェスト展 

ウィズギャラリー マイ（女性）ヒーロー展 

３
階 STOP DVタペストリーの展示 女性に対する暴力をなくす！ DVはNO！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 参加・協力団体 ◆  

イキイキ気功クラブ、NPO 法人キッズぽてと、NPO 法人摂津市人材サポート・

ビューロー、NPO法人 情報ネット・ワークス、絵本よみきかせ隊おおきなかぶ、

おしゃべりと花の会、男の料理教室金曜会、男の料理教室土曜会、カタリベカ

フェ千里丘、go=en、子育て支援「Pａｍｏｊａ」、子育てママのフラワーアレンジ

メントめぐみ、自由を楽しむパステル、新日本婦人の会摂津支部、せっつ子育

て応援隊、せっつ多文化スマイリングネットワーク、つどい場「輪」、ハート to ハ

ンドメイドの会、フラワーアレンジメントの会、ほめたいね♡、マミー・クリスタル、

遊フォークラブ、朗読グループ・グッドムーン、わらベビキッズ♡ママ倶楽部 

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／ＦＡＸ：０６－４８６０－７１１３  
E-mail：danjyo@with-settsu.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://with-settsu.jp   

◆アクセス 阪急摂津市駅「東出口」徒歩１分 

ＪＲ千里丘駅徒歩約１０分  

モノレール摂津駅徒歩約１５分  

＊コミュニティプラザ駐車場（有料）は台数に限りがありますので、 

公共交通機関をご利用ください。  

周辺の商業施設への無断駐車はしないでください。 

イラスト、表紙デザイン・nao 

平成２９年 ３月４日(土) 
時間：午前９時３０分～午後３時１５分  

（各団体のイベントは午前１０時～午後２時１５分） 

場所：摂津市立コミュニティプラザ 

主催：摂津市（男女共同参画センター・ウィズせっつ） 
※フェスタ終了後、展示物や男女共同参画マニフェストの作品は、３月１０日（金）まで、 

エントランスに展示します。 

時間：午後２時１５分～３時１５分 

場所：コンベンションホール 

 

 
悠以さんは、平成元年に男性として誕生。しかし

心は女性でした。幼いころから男性として生きる

ことで心と体の違和感に悩み、唯一音楽を通して

自分を保つことができました。悠以さんの体験や

その生き方をお聞きし、多様な人が多様な性を自

分らしく生きることができる社会について考え

ましょう。そして、現在、プロのシンガーソング

ライターとして活躍する悠以さんの、女性と男性

の声を使い分けて歌い上げる圧巻のステージを

お楽しみください。 

ゆ     い 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に時間表記のない企画の開催時間は 10：00～14：１５です 

指でくるくる描いたパステルアート

の作品展と体験教室 
輪ゴムで飛び出す紙コップ人形 

お花を活けながら 

おしゃべりをしましょう 

「本」を読むカフェと 

チャリティひと箱古本市 

パープルリボンをあしらった 

小物を作ろう 

パステルアート体験。大人から子どもま

で、指でくるくる楽しもう！ 

参加費：100 円 

企画：自由を楽しむパステル 

風船と輪ゴムと紙コップで楽しいオモチ

ャを作って遊ぼう！ 

参加費：５０円 限定５０個 

企画：ほめたいね♡ 

✿花を楽しくアレンジ体験！おしゃべり

も楽しみましょう✿  

参加費：300 円 

企画：おしゃべりと花の会 

 

お気に入りの本・コミックを珈琲・紅茶

を飲みながらどうぞ。ひと箱古本市も見

逃せません。飲み物：８０～100 円 

企画：カタリベカフェ千里丘 

小物作りと雑貨の販売。収益は、東日本大震災

被災地のDV防止の活動をしている団体に寄附します 

参加費：200 円 

企画：ハート to ハンドメイドの会 

おおきなかぶのちいさな絵本広場 前向き子育てミニミニ講座 
「輝いていますか！ 女性たち」 

私や家族の権利守られていますか？ 

人気のアフリカ布で作る 

小物ワークショップ 

自由に絵本を楽しもう！ 

おはなし会にも遊びに来てね。 

①11：30～②13：30～（各 15 分） 

企画：絵本よみきかせ隊おおきなかぶ 

子育てを楽にする｢前向き子育て」をちょこっと

体験。パパママに限らず、どなたでもどうぞ！ 

①11：00～②13：00～（各 30 分） 

企画：子育て支援「Ｐａｍｏｊａ」 

私や家族の働き方おかしくない？ みん

なでおしゃべりしながら考えませんか 

ほうとう、コーヒー、紅茶：100 円 

企画：新日本婦人の会摂津支部 

東アフリカの女性の生活にかかせない色鮮やかな

カンガ（民族布）で小物を可愛くデコレーション 

参加費：500 円～ 

企画：マミー・クリスタル 

Earth Village 
～世界の多様な文化にふれてつながろう～ 

誰でも気軽にお花にふれよう つどい場「輪」のスマイル広場 キッズぽてとの“ふれあいひろば” 

子どもも大人も遊びに来て下さい！見て

感じて体験して、世界を広げましょう。 

飲み物（お菓子つき）：300 円 

企画：せっつ多文化スマイリングネットワーク 

楽しいミニフラワーアレンジメント体験 

参加費：300 円 

企画：フラワーアレンジメントの会、 

子育てママのフラワーアレンジメントめぐみ 

しゃべって笑ってストレス発散！ 

脳トレゲーム①10：30～②13：00～（各30分） 

ルイボス茶（お菓子つき）：100 円 

企画：つどい場「輪」 

みんなで楽しく遊ぼう！手遊びなど 

①11：00～②13：30～（各 30 分） 

就学前のお子さんと保護者の休憩とふれあいの場です 

企画：NPO 法人キッズぽてと 

模擬店 

男の料理教室の具だくさん焼きそば 

焼きそば 

企画：男の料理教室金曜会 

 

食べに来て！フェスタ名物豚汁を！ 

フランクフルトもありまっせ！ 

豚汁、おにぎり、フランクフルト 

企画：男の料理教室土曜会 

 

キッチン「こらぼ」 おくちのほほえみ 

こらぼ弁当、からあげ 

企画：NPO 法人摂津市人材サポート・ビューロー 

 

オープニング 9：30～10：00 

開会宣言！ 

男女共同参画マニフェスト発表 

ごちゃまぜライブ 

午前の部 10：15～  

ママとベビー✩ 抱っこでダンス 

～スキンシップしながら骨盤体操～ 

 わらベビキッズ♡ママ倶楽部 

加齢とともに衰える筋力と血流をアップするためのほぐし実践 

 イキイキ気功クラブ 

市制 50周年記念 摂津市｢今昔物語」 

 NPO 法人 摂津市人材サポート・ビューロー 

 

第 7回 手づくりマルシェ 
女性のチャレンジ支援 

 

 

摂津の手づくり作家が大集合！ 

趣味から一歩踏み出して、私のお店にチャレンジ。 

様々な素材を使った雑貨や小物、アクセサリー、子ども服など、素敵な

オリジナル作品がいっぱいです。    （企画運営協力：go=en） 

・粘土でデコレーション！ 

・アルバム&アクセサリー作り体験 

参加費：300 円～ 

企画：go=en 

１階 エントランス ２階 会議室１ ２階 会議室５・６ ３階 コンベンションホール 

１階 交流スペース １階 ウィズせっつ交流室 ２階 会議室３・４ ２階 研修室１・２ 

１階 子どもルーム ２階 工作室 ２階 会議室２ 

屋外 自由通路 

売り切れ

ごめん 

３階 ホワイエ 

手づくり体験コーナー 

３階 コンベンションホール 

午後の部 1：00～ 

あの名作「赤毛のアン」を朗読で楽しもう 

 朗読グループ・グッドムーン 

Earth Village  

～音楽をとおして世界の文化を感じよう～ 

 せっつ多文化スマイリングネットワーク 

フィナーレ 14：15～15：15 

悠以 トーク＆ライブ 自分らしく生きる 

遊～遊～たくの 

バルーンアート 
11:00～13:30 の間、館

内どこかにバルーンアー

ティストが出没するよ。 

お楽しみに！ 

：飲み物あり 


