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* 来*記念講演 *

3用 お冒 (目 )

本津り|1計さん

「人生 理●〇年時代の女1生たちへ」

定員 80人 (要申込み・先薔順)

*一時保育 定員 12人 (無料・要予約)受付 7日 (金)9時～ 先彗順

あまがさき女性フェスティバルは、3月 8日 の国際女性の日を記念して、尼崎における男女共同参画の

推進と女性たちの交流を目的に、毎年、3月の第 1主日に実施しています。

主催 :2020あまがさき女性フェスティバブレ実行委員会/F6崎市女性センター トL/ピエ
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１ :3C―疑5:OO
元「上方芸能」発行人。ラジオパーソナリ

ティ。立命館大学を定年退職後、「木津川

計の二人語り康1場」を立ち上げ、活動中。



7図 (土)午前 7闘 (上)午後

lFギャラリー
ζ展示】 筆ペン、ボールペン字作品 (あかつきベン字サークル)

活動パネル (新 日本婦人の会尼崎支部)

1「ロビー
番展示機生け花 (丹春会)

書道作品 (橘書道同好会 )

2F廊下 【販売]無農薬 '有機野菜 (ピースウェ4-プ from尾崎)

盆「事業企画菫

2F学習室電
番販売選 7熙マ関連商品
意体験機ア回ママッサージ、ア園マクラフト作り 各500岡 (Atta Aroma)

2F学習室2 番展示】絵手紙など (ふきのよう)

盆F学習室3
番展示Iトールベイント作品  (マザーズエンジエル )

番販売選手作り晶
番体験機 トールペイント 13:00～ 17:005輔 円要申込 10人 率エプ爾ン

2F視聴覚室

[講 i寅』 lll曜 糸己美さん 10:00～ 11:308Q人
『ひとりで生きるネんなで溝きる

ともだち近居11年釣しヽまゴ
兵庫県男女共同参画推進員阪神南地域連絡会議

[体験】手作り絵本 13:90～ 15:00

500問 要串込 20人

(絵がお)

3Fフィットネス
【体験】太極拳 嗜0:00～ 12:00要申込 10人

事タオル、上覇し、飲み物
(小さな花の会)

【体験】フラ体験 13:00～ 15:0015人
(モンステラ軍フラ)

3F和室 (女 1生更衣室 )

3Fろうか [販売】野菜惣菜 (J女性会議 罵崎)

3Fホ ール

【販売貫コー控一、紅茶、焼き菓子 (尾崎市女性団体協議会 )

バザー品、クッキー (尼 崎子どもlll場 )

菓子、乾物、手作り小物他 (尼崎母親大会連絡会)

ハンドメイド雑貨、プリザーブドフラワー等 (シャイニーパレット)

画ミュニティトレード商品他 (尾崎子ども翁人権を考える市民の会 )

ブ醸…チ、雑貰、フラワーアレンジ (男 女共同参画ネット尼崎 )

【体験コミニブ熙…チ作り 1500醍 要申込 5人 、わくわくアート 無料 (男女共同参画ネット尾崎)

[展示曇「日本国憲法と女1生J(戦争 Iあかん 尼崎女たちの会 )

3F舞台

[発表機 10

11

12

13

14

00～ 子ども仰ための遊びの時間 (尼崎子ども濠1場 )

00～ .絵本読み聞かせ (絵がお)

00～ フラ (モンステラ癖フラ)

00～ 憲法ビンゴ (戦争 !あかん 尼崎女たち仰会 )

OO～ みんなでコー予ス (めだかヨーラス)

3F料理室 [販売]炊き込みご飯 (子ども砕みらい尼崎 )



轟爾(爾 )午前 8爾 (目 )午後

lFギャラザー

【羅示】 筆ペン、ポールペン字作品 (あかつきベン字サークル)

活動パネル (新 日本婦人の会尼崎支部)

I体験】 暮らしに役立つ筆ペン講座 11:00～ 12:00(あ かつきベン字サークル)

骨密度測定 10:00～ 12:00(尼崎市健康増進課)華 裸足になれる服装

理F園ビー
【展示】生|サ花 (丹春会)

書道作品 (橘書道同好会)

2Fろうか

2F事業企画室 (男 性更衣室 )

2F学習室 1
番販売】ア爾マ関連商品
[体験】ア園ママッサージ、ア爾マクラフト作り (Ama A「 o Jlrt aノ

2F学習室2 番展示】絵手紙など (4、きのとう)

2F学習室3
番展示曇 トールペイント作品
孟体験]トールペイント 500問 要姜込 10人 *エプ醒ン

【販売』手作り晶  (マザーズエンジェル)

2F視聴覚室
【講演】 4ヽ lli真知子さん 10:OO～ 11:0080人

「地域のジェンダー平等をわたしたちから選
(尼崎市女性団体協議会)

番記念講演醤
本津∫|1計さん   13:30～ 15:0080人

「人生100年時代の女1室たちへ』

3Fフィットネス
【体験】ス回―トレーニングとストレヽソチ

11[30～ 1li30 15A
(ストレッチサークル)

【体験】ハワイアンフラ 13 :00～ 14100 500岡  10人
(レイハナ暉フラ武庫之荘 )

ハワイアンフラ 14:30～ 15:3015人
(ラウレアフ予)

3時日室

【体験】骨盤トレーニング 500円 要申込
1社 Oθ -10:40 8ノk
ll:00～ 11:408人 (立花褒ガグループ)

3F廊下 【販売】野菜惣菜 (y女 1生会議 尼崎)

3Fホ ール

【販売】画―瞳―、紅茶、焼き菓子 (尼崎市女性団体協議会 )

バザー品、クッキー (尼崎子ども慮J場 )

翼子、乾物、手作リノIヽ物他 (尼崎母親大会連絡会 )

ハンドメイド雑貨、プリザーブドフラヮー等 (シャイニーパレット)

軍ミュニティトレード商品他 (尼崎子どもの人権を考える市民命会 )

ブ回―チ、雑貨、フラフーアレンジ (男 女共同参画ネット尾崎 )

手作リハワイアン布小物 (レイハナ毬フラ)

I体験】ミニブローチ作り 1500円 要申込 5人 、わくわくアート 無料 (男女共同参画ネット尼崎)

【展示】「日本国憲法と女性」 (戦争 lあかん 尼崎女たちの会)

3F舞台
【発表菫 11:007-

12:30～

ノ`ワイアンフラ(L/イ ハナフラ)

ハワイアンフラ(ラウレアフラ)

3F料理室 I販売]豚汁、おにぎり (男 の料理教室 )



アー ト村塾あまがさき

∫女性会議尼崎

あかつきペゾ字サークル

尼崎子ども濠J場

尼崎子どもの人権を考える市民の会

尼崎市女性団体協議会

尼崎母親大会連絡会

Ama ArOrrla(ア マアロマ)

絵がお

男の料理教室

認定 NPO法人子どものみらい尼崎

シャイニニパレット

*盆020あまがさき女性フェスティバル実行委員会 (五十音順)*

新日本婦人の会尼崎支部

ふきのとう

めだかコーラス

ストレッチサークル

戦争 lあ かん尼崎女たちの会

小さな花の会

橘書道同好会

丹春会

NPO法人男女共同参画ネット尼崎

ピースウェーブfrOrn尼崎

マザーズエンジェル

モンステラフラ

ラウレアフラ

レイハナフラ武庫之荘

≪思崎市女性センター・ トンピエ》
〒舗1-∞鍵 尾崎市南武庫之荘 3丁甕蹄-1

06-6436-5331・ FAX 06… 6436-5757

月購 霧体館
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