プレゼント付
スタンプ
ラリー
アロマで香り体験
健康になるセルフケア

女性起業家のお店
揚げバナナ
手作り味噌の豚汁
入園・入学グッズ販売

第９回

焼き菓子
喫茶コーナー
パン販売

今こそ自分らしく
一歩前へ！

2.16 日

バザーや展示
手芸

10:00 〜 15:00

川崎市男女共同参画センター

つきたてお餅
実演・販売

パパ発！親子遊び
絵本読み聞かせ
バレエストレッチ
親子体操

フィリピン料理と
交流ワーク
ショップ

2/15 土 13:00 ～ 15:30
ちょっと先行く先輩女子と語るキャリアサロン

「自分らしく働くための 10 のヒント」講座

同日開催！
「男女平等かわさきフォーラム」
パンチ佐藤さんをお迎えして
お話を伺います

＊ステージイベント＊
キッズダンス
太鼓
親子ミュージカル
ゴスペル

カフェのような和やかな
雰囲気の中で
語り合いましょう。

（会場 ：川崎市男女共同参画センター）

すくらむ 21
共催：すくらむネット 21
後援：大山街道活性化推進協議会、高津区全町内会連合会、協同組合 高津工友会、
一般社団法人 川崎中原工場協会、下野毛工業協同組合、一般社団法人 川崎北工業会、
川崎市商工業協同組合、川崎労務管理協会、協同組合 川崎中小企業労務協会
＊他たくさんの地域の事業所等のご支援いただいております！ ( 敬称略、順不同 )

検索

http://www.scrum21.or.jp/

2
屋内・事務棟 ホールホワイエ

フロア

時

4F

3F

2F

間

タイトル・内容

10:00 〜 15:00
日
16 タイムスケジュール
実施者・実施団体

終日

布小物、子ども服、入園・入学グッズなどの販売

Kco mom sewing

終日

授乳ケープ兼おんぶカバー販売、小物雑貨販売

着る授乳ケープの huamoa

終日

おもちゃの展示販売

木のおもちゃ「トナカイ」

11:00〜12:30

心と体のストレッチ

THE アートプロジェクト多文化読み聞かせ隊

13:00〜14:30

親子で遊ぼう！簡単ふれあい囲碁

NPO 法人ふれあい囲碁ネットワーク神奈川

10:30〜12:00

できるかな？にほんのあそび

特定非営利活動法人次世代サポート

13:00〜14:30

さっちーの のびのび親子体操

NPO 法人 子育て支えあいネットワーク満

10:30〜12:00

健康を呼び起こす東洋医学 5 つの方法

朝野接骨院・鍼灸マッサージ院

13:00〜14:30

誰でも簡単！できるフープダンス

フープ東京

10:30〜12:00

親子で楽しもう お話の世界

NPO 法人 グローイン・グランマ

13:00〜14:30

おりがみで「回転馬」と「トトロ」を作りましょう！

川崎市地域女性連絡協議会

10:30〜14:30

フィリピンの料理と交流ワークショップ

カラカサン

10:30〜14:30

DV 被害者支援のためのバザー

特定非営利活動法人グループ・ビボ

10:30〜14:30

子どもと女性への暴力 NO !

特定非営利活動法人
ウィメンズハウス

10:30〜14:30

移住女性のための
エンパワメントセンター

花みずき

上鶴間高校 マイアースチーム

「マイアース」トレカで環境を学ぼう

10:30〜14:30

パパ発！パパも一緒に親子遊び

イキメン研究所

10:30〜12:00

名前シールを作ろう！

パソコンサポートまうすなび

13:00〜14:30

アロマで HAPPY ライフ

キャンディミント

終日

安心の材料で作ったお菓子・パン

Pomme

終日

1 点物の天然石アクセサリーと材料にこだわったカツサンド＆ワッフル

Aya+Yuki

終日

おばあちゃん手編みのニット作品の販売

ばーばのニットサロン

終日

美ハンドほぐし、耳つぼジュエリー、手相占い

ホッと

終日

視覚障がい者の手作り製品

ミニショップアイメイト

終日

ハンドメイド作品の販売

東北の避難者有志

終日

食べて東北を応援！〜復興支援品販売〜

半漁人倶楽部（協賛：日本ミクニヤ株式会社）

国連勧告を知っていますか？

川崎の男女共同社会をすすめる会

1F

交流室

ホワイエ

10:30〜14:30

各階廊下に、フラワーアレンジメント（フラワーサークルスイートピー ）、絵はがき（絵はがきの集い）、パッチワーク（高津パッチワークサークル）の展示、
ポストカードの販売、晴れルヤ！パレスチナ（フォトグラファー 根岸朋子）の展示があります。

屋外・おまつり広場

出店名

出店者

ピサンゴレン揚げバナナの店 ido-cafe

出店名

女性と女子のキャリア支援

国際ソロプチミスト川崎

こだわり豚汁販売

和ごころ食卓

肉まん・あんまん販売

国際ソロプチミスト川崎百合

パン工房 ア・レーズ

ＫＦＪ多摩はなみずき

竹とんぼを作って飛ばそう

どこ竹＠たけトンボ教室どこ竹かわさき

サッカーアトラクション

川崎フロンターレ後援会

交通クイズに答えてお菓子をゲット !!

野菜販売

吉田農園

お餅つきの実演・販売

西梶小若竹会＆チーム Ai-Joy

防災の展示と関連グッズ販売 MAMA - PLUG

ステンドグラスと手作りアクセサリーのお店

高津区文化協会

被災地復興支援
お菓子・グッズ販売

雑貨＆非常用簡易トイレ販売

MY WAY

たべちゃうぞシールラリー

東横化学・（株）マイアース・プロジェクト

ホール

時

間

出店者

県立上鶴間高等学校・
桜美林大学

タイトル

出演者・主催者

平成 25 年度男女平等かわさきフォーラム
川崎市 /
10:05 〜 11:10 「パンチ流コミュニケーション論のすすめ」
かわさき男女共同参画ネットワーク

11:30 〜 12:00

太鼓の輪・みんなの和

和太鼓 蓮

13:00 〜 13:30

Letʼs enjoy ! ゴスペルミュージック

Voice of Breeze

13:45 〜 14:15

ヒップホップ・ジャズダンスパフォーマンス

ダンススペースＤＤ

14:30 〜 15:00

生演奏
「ブレーメンの音楽隊」
ミュージカル

劇団みるき〜うぇい

フォーラムは要事前申込み ( 右記参照 )、午後のイベントは入場無料、予約不要です。
広場・館内アナウンス：豊田麻紀さん 、ホール司会者：三井砂奈さん

屋外・おまつり広場、女性起業家見本市は売切れ次第終了となります。

（株）KANTO モータースクール 溝ノ口校

平成 25 年度男女平等かわさきフォーラム

パンチ流コミュニケーション論のすすめ
対談形式により、元プロ野球選手で
タレントの「パンチ佐藤さん」が実践
している親子関係、夫婦関係における
言葉がけについて、お話を伺います。
（入場無料）
主催 川崎市 /
かわさき男女共同参画ネットワーク
その他 保育、手話通訳、要約筆記については、別途区役所
等で配布する事前申込用紙を御提出ください。
【問い合せ】市民・こども局 人権男女参画室 TEL : 044(200)2300
平成 26 年 1 月 30 日（木）締切

上記スケジュールの内容・時間・順番などは変更になる場合がございます。詳細はすくらむ 21 までお問い合わせください。

