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ワークショップ① フラワーデモ 性ゴE罪の無罪判決について考える

ワークショップ② 今後どうなる ?日本の食の安全

ワークショップ③ 年金制度 !?ライフプラン
=ン

グ :?

～より良い人生を歩むために
〃
今できること

″
～

映画上映

写眩糀ン榜機鶉が 驀`録 鵞雉瑯軋瘍晨

魃 膨

女子の優勝賞金が、男子り 1/81?

絶対に負けられなしヽ 男対女の戦しヽ 1

1973年 アメリカ 実話をもと|こ した物語

『り 。け 。け≫馘遇恣趙デミー潮鐵巡袋颯心謳炒

厄厖 中梵褥利靱

仏繹ィープ 嘩儡鰺抒讚

(C)2018 Twentieth Century FOx HOme Entertainlnent LLC.All Rights Reserved.



癬難:麟難:難:難:攀:糠懺灘鼎I翁轟i癬I難難:織曇難麟蕩難華難彗驀麟柵難轟彗彗動

ワークショップ② 今後どうなる?日本の食の安全

講師 田申 翼―郎 兵庫県農民運動連合会事務局長

除草剤「グリホサート」は、除草剤として世界中で使用されていますが、発がん性の疑いが強まり、

欧米やアジアでは使用禁止や使用の規制強化が進んでいます。しかし、日本では逆に一壼罪の農産

価の議彗基準値を弓1き上げるなど、使用緩和の方向で進んでいます。また、種子法廃止により、

米などの日本の農作物の未来が不安視されています。

今後、日本の「食Jは、どうなっていくのでしようか。今起こつている問題や、

安全な食について、いつしよに学びましよう。

当日は、お米や野菜などを販売いたします。お楽しみに !販売時間 12100～ 13100

対象・定員  関心のある方 30人
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講師 西部 智子 弁護士 法律事務所ユノ

性暴力に関する裁判で、無罪判決が相次いでいることへの抗議と、性暴力の撲滅を訴えるために、

4周 |こ東京でフラワーデモが始まりました。そ勢後、毎月 11日 は「フラワーデモの日」として全

国へと広がり、6月神戸のフラワーデモには、100人以上が集まりました。

なぜ性犯罪の無罪半J決が続いているのでしようか。なぜ無罪になつたのか、弁護士に

うかがいます。

対象・定員  関Jいのある方 30人
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|■よ|り良い人生を歩む為めに1  きることギ～
2019年度男女共同参画市民企画請塵

人生 100年時代、より良い人生を歩むために、日本の現状や年金幸1度のしくみを学びます。

後半は、ワークショップ「ライフプランニング実践」。

自分自身のライフイベン トで、いつ、いくらかかるのかを「見える化Jするワークを行ないます。

夫婦や家族いつしょに、ご参加できます。

運圏 市民企画講座ソニー生命保険株式会社 有志の会

対象・定員  関心のある方 30人
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◆午前の部 報告

◆映画上映

会場 トレビエホール (3階 )

定員 100人
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饒膨輻颯鰤鉤流頸鶴儡饒輻 餃予隋量該
全米女子テニスチャンピオンのビリー 。ジーン 0キングは怒りに燃えていた。全米テ三ス協会が発表した次期大

会の女子の優麟震性が、轟子の 豊ノ3だつたのだ。仲間の選手たちと罐 苧テ置ス鶴饂
″
を立ち上げるビリー・ジー

ン。資金もなく不安だらけの船出だつたが、著名なジヤーナリス トで友人のグラデイス・ヘル ドマンがすぐにスポ

ンサーを見つけ出し、女子だけの選手権の開催が決まる。時は 血鬱フ懲年、鶉量平檸鐘沃冬饉仁魏があちこちで起こ

つていた。女子テニス協会もその機運に乗り、自分達でチケットを売り宣伝活動に励む。

トーナメン トの初日を1央勝で飾ったビリー 0ジーンのもとへ、

記者会見の前に髪を切つてくれた羹秒勒聰マリ絨ンが訪ねて

くる。央の移リー敬渕す鶴どリー 。ジ驀顆麟 童鍾欲 鶉礼

劣饉戸ほうが、ときめきに抗うことはできなかつた。その夜、

かつての量鶉鷲磯瘍爬滅―・瘍ッ労ムから電話が入り、

「対決だ ! 男性至上主義のブタ対フェミニス ト !」

と一方的にまくしたてられる。55歳になつて表舞台から遠ざ

かったボビーは、妻に隠れて賭け事に滋れていたのがバレ、夫

婦イ中が危機を迎えていた。再び脚光を浴びて、妻の愛も取り戻

したいと考えたボビーの
〃
名案

″
が、鮨鸞意鰊鶉場だつた。

ビリー・ジーンに断られたボビーは、彼女の一番のライノリレであるマーガレット・コートに戦いを申し込む。

マーガレットは挑戦を受けるが結果は完敗t藤ビーは斃ン糞よりほ秀だと畿鐵したと轟繹くのだつた。

逃げられない運命だと知つたビリー・ジーンは、挑戦を受ける。その瞬間から、世界中の男女を巻き込む、途方も

ない戦いが始まつた一― !

(C)鵞 018T騨‐entieth Cetttury Fox IIoコ 競e Etttttrtainttlent LLC.All Rigllts ReseFved.



新日本婦人の会 活動発表

性暴力被害者支援センターについて

パープルリボンキャンペーン

#MeToo′ #WithYouか ら、行動するフラワーデモヘ !

新日本婦人の会尼崎支部

性暴力被害者支援センター・ひょうご

ピースウェーブ from尼崎

尼崎市女性センター・トレピエ

児

所住

担 癬驚鯖奮…

屹:鵞鞣:靱紗鯰匁:来灯爬褻鼈黎鞣又餘予
尼崎市女性団体協議会 / 尼崎女性史誌をつくる会

男の料理教室 / おひさまフレンズ / しんぐるまざあず 0ふぉ一らむ 。尼崎

新日本婦人の会尼崎支部 / 特定非営利活動法人性暴力被害者支援センター 。ひょうご

戦争 !あかん尼崎女たちの会 / 立花ヨガグループ

特定非営利活動法人フェミ三ス トカウンセリング神戸 / ピースウェープ from尼崎

わくわくクラブ (50達テ|1贋 )

:  :
参 加 費

参加申込

言毛

問 合 せ

午前・午後 とも無料

10月 4日 (金)午前 9時から、電話または来館のうえ、お申込み ください (要予約・先着順 )

TEL 06-6436‐6331

あ り 無料  1歳以上未就学児 ※1歳未満の講座同席はできません

午前・午後の部 各 20人 (要予約・先着順 )

尼崎市女性センター・ トレピエ

TEL 06-6436-6331  FAX 06-6436-5757

〒661-0033尼崎市南武庫之荘 3丁目 36-1

●阪急電車 武庫之荘駅南出日から南へ 200m交差点

「女性センター前」の角

●風反ネ申ノヽラ(15、 43、 43-2、 4ア、47-2、 49罐昏

「北図書館Jから北へ 80m

*駐車場はありませんので、公共交通機関をお使いください

*女性センターは、全館禁煙です

※肇報等、やむを得ない事1青 による中止の際は、当センターの/1k―ムページでお知らせします。
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尼崎市女性センター 0トレピエ 指定管理者 特定非営利活動法人男女共同参画ネット尼崎


