
第18回福島県男女共生のつどい・福島市男女共生セミナー2019

互いに支え合い歩む未来へ
～差別・偏見のない共生の社会～

〒960-8035
福島市本町2-6 福島市男女共同参画センター　行

①参加を希望する方の氏名・ふりがな（はがき1枚につき2名様まで）
②郵便番号・ご住所　③電話番号　④手話通訳の希望の有無
⑤託児の希望の有無（希望する場合は年齢を記載）元女子レスリング選手 / オリンピックメダリスト

トークショー

～夢を実現するために私が続けていること～

会場／パルセいいざか
（福島市飯坂町字筑前27-1  TEL.024-542-2121）

開場／12:00  開演／13:10～16:00

2019年

11月23日（土・祝）

吉田 沙保里さん

お問い合わせ先▶第18回福島県男女共生のつどい・福島市男女共生セミナー2019実行委員会事務局（福島市男女共同参画センター内）　〒960-8035 福島市本町2-6  TEL.024-525-3784

定員

1,500名
参加費

無 料
定員を超えた
場合は抽選

（託児・手話通訳あり）

13:10 オープニング　『福島県立福島高等学校ジャズ研究部』によるジャズ演奏♪
14:00 トークショー 　元女子レスリング選手 / オリンピックメダリスト　吉田 沙保里さん

お申し込み
方　法

往復はがきに、必要事項をご記入の上、
下記の宛先までお申し込みください。

必要
項目

宛先

往信はがき【表面】

往信

切手

返信はがき【裏面】

申込用の往復はがき記入例

〒960-8035
福島市本町2-6 
福島市男女共同参画
　　　　センター　行

※何も記入しないで
　ください。

※ご自分の郵便番号、
　住所、氏名を記入
　してください

返信はがき【表面】 往信はがき【裏面】

〒○○○-○○○○
○○○市○○○町○○ 
○○○○○○様

返信

切手

①参加を希望する方の
　氏名・ふりがな
②郵便番号・ご住所　
③電話番号　
④手話通訳の希望の有無
⑤託児の希望の
　有無と年齢迷わない力

テーマテーマ
光のしずくイルミネーションは「市民みんなで創造する福島市の
冬の風物詩」として、2007年より点灯しています。ご家族やご友人
と一緒に冬の福島を散策しませんか。

12
金6

点灯式 会 場

まちなか広場
内 容
点灯式・ライブなど

あづま総合運動公園内中央園路（イチョウ並木）のイチョウ
（１１６本 約５２０m）をライトアップし、幻想的な空間を演出
します。秋の夜長にライトアップされたイチョウと黄金色に輝く
光のトンネルをゆっくり散歩してみてはいかがですか。

時 間 17：00～20：00
あづま総合運動公園 イチョウ並木

日開催中～１１月11日（月）まで開催
※実施日の詳細は公園ホームページで発表します。

※火曜日はお休み

17：00～

パセオ通り及び周辺・
福島駅東口広場

11
水20 ～1 金31

イルミネーションイルミネーション

お問い合わせ：(公財)福島県都市公園・緑化協会　TEL.024-593-1111

お問い合わせ：光のしずく事業実行委員会　TEL.024-522-4841（平日 9：00～17：00）

２０１9     光のしずく２０１9     光のしずく

11/20(水)～1/31(金)
17：00～23：00

駅前広場
先行点灯
※11/20（水）のみ17：30頃点灯

12/6(金)～1/31(金)
17：00～23：00

パセオ通り
周辺点灯

イチョウ
光のプロムナード
イチョウ
光のプロムナード

パセオ470及び周辺
福島駅東口広場

電球総数
200,000球
電球総数
200,000球

車でお越しの方は、大駐車場をご利用ください。

お / す / す / め / イ / ベ / ン / ト / 情 / 報

託児［対象年齢］2歳児から
未就学児まで10名　

※要予約

主催：第18回福島県男女共生のつどい・福島市男女共生セミナー2019実行委員会　福島市
共催：福島県女性団体連絡協議会　福島県男女共生センター

お申し込み締め切り日　11月1日（金）当日までの消印有効

注意事項
※お申し込み多数の場合は、抽選とさせていただき、11月中旬に結果をお知らせし、当選者
には「入場整理券」を発送いたします。講演当日は、「入場整理券」を持参いただき、受付にて
提示してください。（入場整理券の提示がない場合は入場できません。）

パイプオルガン 
クリスマスコンサート
～聖なるクリスマスの夕べ、トリオ・ティエポロ～

TRIO TIEPOLO

ソプラノ

藤田 美奈子
オルガン

井上　圭子
トランペット

アンドレ・アンリ

2019

12/22
開場 13:30  開演 14:00

ふくしん夢の音楽堂 大ホール
（福島市音楽堂）

一般販売 2,000円 1,000円

●主催 / ふくしん夢の音楽堂［（公財）福島市振興公社］・福島市　
●後援 / 福島民報社・福島民友新聞社・福島テレビ・テレビユー福島・福島中央テレビ・福島放送

お問い合わせ先 / ふくしん夢の音楽堂　TEL.024-531-6221

※駐車台数に限りがありますので、バス・タクシー等の公共交通機関のご利用をお願いいたします。
※演奏途中からの入場はできない場合もございます。開演時間に遅れないようにお越しください。
※未就学児のお子さまのご入場はお断りいたします。
※福島市音楽堂友の会では、託児サービスを実施いたします。詳しいお問い合わせはふくしん夢の音楽堂まで。

（C）深谷義信aura.Y2 

日

全席自由 シングル 学 生

プレイガイド

■ふくしん夢の音楽堂
■中合福島店
■CNプレイガイド
　・セブンイレブン
     （店内マルチコピー機
　　セブンチケットより）
　・ファミリーマート
　 （店内famiポートより）
■ローソンチケット
［Lコード:21913］ 
［店頭］ローソンLoopi

チケット好評発売中プログラム
シューベルトやバッハ / 
グノー、マスカーニによる「アヴェ・マリア」
（sop.&Org.）
カッチーニ : アヴェ・マリア（Trio）
ヘンデル : 輝かしいセラフィムに（Trio）
アルディーティ : くちづけ（Trio）
ヴィヴィアーニ : トランペットとオルガンのための
                 ソナタ第1番（Trp.&Org.）
バルトーク : ルーマニア民族舞曲（org.） / ほか

※曲目、曲順は変更になる場合がございます。

～子育てと教育と活字～

「テルマエ・ロマエ」の作者ヤマザキマリさんが、
子どもが活字に触れる大切さと
子育て、教育との関係性を語ります。

入場無料

（先着）
定員260名
託児スペース有

　1967年東京都生まれ。 1984年に渡伊。国立フィレンツェ・アカデミア美術学院で油絵と美術史
を専攻。東京造形大学客員教授。シリア、ポルトガル、米国を経て現在はイタリアと日本で暮らす。
2010年『テルマエ・ロマエ』で第3回マンガ大賞受賞。第14回手塚治虫文化賞短編賞受賞。平成27
年度芸術選奨文部科学大臣賞受賞。2017年イタリア共和国星勲章コメンダトーレ綬章。主な漫画
作品に『スティーブ・ジョブズ』『プリニウス』（とり・みきと共作）『オリンピア・キュクロス』など。文筆作
品に『国境のない生き方』 『仕事にしばられない生き方』『ヴィオラ母さん』『パスタぎらい』など。

プロフィールプロフィール

郡山ビューホテル
アネックス「花勝見」
郡山市中町10-10

日時

会場

2019.11.23 SAT
13：30～15：00（開場13：00）

お申し込みは福島民報社販売局までお電話にてお申し込みください。

お申し込み先 （福島民報社）☎024-531-4175

講師 ヤマザキマリさん講師 ヤマザキマリさん

共催毎日民報専売店会 青年部会主催

お問い合わせ／福島市子どもの夢を育む施設 こむこむ館　TEL.024-524-3131 お問い合わせ／じょーもぴあ宮畑　TEL０２４-５７３-００１５

11月3日（日・祝）9:30～17:00場所：全館　入場料：無料

毎年開催している秋のこむこむまつり。今年は、「スポーツ」を
テーマに様々なワークショップを企画。
１階にぎわい広場でモーションキャプチャなどの測定機器を
使った６種類の運動能力測定、わいわいホールで東北楽天ゴー
ルデンイーグルス公式マスコット「クラッチーナ」と公式チアリー
ダーによる親子ダンス教室を開催。そのほか、福島法人会とのコ
ラボ企画やDSさんによるパターゴルフやフーセンとばしなどが
できる「ももりんパーク」など魅力的な企画を各種開催します。

火おこしや弓矢などの縄文体験とフリーマーケットの
ほかに、オリジナルエコバッグ作りなども。子どもから
大人まで楽しめる１日です。

ところ／じょーもぴあ宮畑（福島市岡島字宮田７８）ところ／じょーもぴあ宮畑（福島市岡島字宮田７８）

縄文人体験会＆
フリーマーケット
縄文人体験会＆
フリーマーケット
縄文人体験会＆
フリーマーケット
縄文人体験会＆
フリーマーケット

11月3日（日・祝）10：00～15：00※雨天決行・荒天中止

高校生以下300円　大人400円
いずれも展示室観覧券（当日限り有効）が付きます

宮畑縄文人体験会
じょーもぴあ・遺跡の
案内人が竪穴住居や
掘立柱建物など復元
展示をご案内します。
弓矢体験や火おこし
体験もあるよ。

エコバッグ作りスタンプラリー
コットンバッグに縄文
スタンプをおして、自
分だけのオリジナル
バッグを作ろう！

フリーマーケット

秋のこむこむまつり秋のこむこむまつり

子ども服から手
作りアクセサ
リー、日用品や
絵本まで、バラ
エティ豊かなお
店が大集合！


