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2004年 9月 5日 (日 )

タイムテーブ,

09120  オープニング ニセレモニー (:赳躍寝)

10100  基調講演・分科会 ※もヽ費 Lかに出劾口ください。
12100 器
13100  シンポジウム (～ 15:00)

15120  ファイナル・ミーティング (～ 16:00、 却躍理)

1主 偏   曝 :のフェスティ′ヤレ島

“

IN K照葬MA」

e一mail haru@ma2.selkyournejp

香川県、香川県教育委員会

今年フェスi薄ノヽJレのテーマは、

ONLY ONE
です。

かけがえのない大切な私。
ひとりひとり違う個性をもつ、特別な私。
だから、性月引こかかわらず、自分らしく生きない。
そんな思いをこめて、楽しく交流しましょう!

シンポルマーク

ところ  高松市生涯学習センタT(まなびCAN)

【同時開個

○「男女共同参画社会づくり指導者育成

セミナー」(1割 II県青少年・男女共同参醐

○「県民カレッジ・専門講座 男女共同参画

嘲 1研修」(割 II県教育委員斜

実行委員会

丁EL/FAX  0877…63-7856



(10:00～ 12:00)3F多 目的ホール

|タイト川 男女共向参画でひろげる男性の生き方

分科会
“

徹∞ん1躙)2F
第 1

第 2

第 3

分科会

|タイト
'日

桂 習

大研修室① (取材できます)

男たちは何をもとめているのか～人の集まる男性講座のつくり方～

吉田清彦

男女共同参画社会基本法が成立してから5年、男女がともに晴目靴家庭の両立」が可能な社会の早期実現に
向1貿、各地0女性センターや男女共同参画センターで男性を対象 した講座がιもいろ企画されていますが、参加
者の集きりはいま確 つ思わしくないようです。なぜ、男たちはそのような講座に参カロしないのでしょうか。
95年以来、阪神間を中心に数多くの自治体の男性講座の企画にかかわるなかで、参加者が多く集まる:詞自晨旨う

でない譴 にはそれぞれ町割敗」があることがわかりました。

実際の1汚
'シ

をもとに、C澤饉:のテーマやタイトル、②呼磯かけやおさそいの言葉、③講座のスタイル、④開催回数、
⑤開個曜日、時間C講師などのあらゆる要素|めたつて、どうすれば受講者が多く集まり、かつ、受講者の満足度の
高い講座を「つくる」こと力できるかを、わかりやすく解説していきます。

大研修室② (取材できます)

大道仮説実験「0000こ ろりん」

パーソンズリブ岡山

結魂以来、専業主男として3人の子育てと家事をして来ましたが、「ジェンダー」に関するi報ま他の分科会で行われ
ることと思います。そこで1つ位、日先の変わつた分科会があつても良いのではないかと思い、科学の実験を楽しんでも
らいます。

始めに、私のオリジナリレケーキ「カマ・デ・チョコラ」の作り方を説明しftHける。出来上がるまでの間<大道仮説実験
>をします。近代科学が始まつた1600年当初、科学嗜1ま馬車に実験道具を積み込み、実験を見せながら町から町
を移動し生計を立てていました。そのエンターデイメントとしての楽しい科学の実験「ころりん」を通して感情的になりや
すい日常に、科学的な「ものの見方・考え方」を思い出してもらえたらと考えました。最後の実験で、ノト トナーの選び
方1躇甜 及ヾぶとうれじしてす。

残り時間は「カマロデ・チョコラ」を食べながら「オンリーワン」について話し合えたらと思つています。

小研修室 (取材は、新闘、雑識 ど活字メディアのみ)

「長男Jという憂鬱

RIN

長男、この言葉に皆さんはどのようなイメージを持ちますか?「長男」にまつわる構々を自由に語り合えれ|ずと思います。
「長女」あるtllま 当事者外の方の参加も歓迎。

分科会

|タイト丁司

1主  釧

分科会

レイト羽

降 側

1講  覇 中村 彰 なかむらあきら

(プロ7r―ル)1947年、大阪府生まれ。1991年 4月 、仲間たちと「メンズリブ研究会Jを立ち上げ,1995年 10

月には、メンズリブ運動の場である「メンズセンターJを、大阪市中央区に設立する。現在、メンズセンター運営
委員長、日本 DVn■b情報センター理事日本ジェンダー学会理事、相愛大学非常勤講師ほか。



/ス →ち

期 島 (取相鋼  会主催着欄 き籠凛鋤

モテない君、モテないさん、いらつしゃ一い :―コンのひゅ・ウー・Men's Jam(ひ ゆう一お払ノずじやむ)vol.4-

コン

今までに、夫婦間のノト トナーシップ('99第4回京都)、 性虐待被害者のケア('∞ 第5回宝塚)、 家事、育児 (フ

01第6回福岡)と、皆さんと語り争 てきました。今回は恋愛経離の少ない人や今までに無い人と語り合いたしt思しヽ

ます。

参加資格:15歳以上の日本言診 口述会融 きる方なプ なたでも(ろう者の方は手話通訳者同伴なら参加可)。

他の参加されている方の性指向に批判的な方は、退場をお願いするかもしれません。

視聴覚室 (取材できます)

男 (わたし)の生き方と性～大人も初めて(!?)ほんとうの性教育

メンズリブフォーラム岡山   (藻メ総ミ

男性の生き方は様々な要因によつて決定されますが、世 どのように出会いどのように向き合つて大人になつたかは

重要な要因のひとつと思われます。かつては、性教育自体がなかつたため、その結果議 た性知識や性意識をわ た

まま大人になつたり、男性性を身につけた男性が多かつたことでしょう。しかし一方、性教育を受1贅大入になつた世代

も、十分な性教育を受けないまま大人になつては過去の世批 同様の過ちを犯す危険が生じます。人生の一時期に、

性の3領域をしつかり』料Бl性教育をどうしても経験する必要があります。

自分の苦L哺野を蹴 えて、ほんとうの性教育を体験してもらいながら、一方音楽や映像を楽しみながら、男性の

生き方を考えていきたしt思います。

シンポジウム (1■:∞～1駐00)3F多目的ホール

/コーディネータ 中本寸彰 (メンズセンター)

吉岡 俊介はじおか しゅんすけ) メンズセンター

1954年生、神戸市灘区在住。金融機関勤締 てイラストレーターになる。妻Ю 合作(ベンネーム「よじおかと

しみ」)で描tt絵本『まかせなさい!が大阪府等主催の男女共同参画社会実顕りための絵本コンテスHこ入選。以

後、絵本やSF小説0創作に携わるようになる。作品鶴絵本『なみだ』『ふしi詭サ油―ポニJ囲『ちきゆうをまもろう:』

SF小説『マグネット』など。

早谷川 悟 (はせがゎ さとる)栗 林おやじ塾

1961年生、高松市在住。建築設計士。都内の百貨店勤務を経て、地元に帰辮 谷川建築設計事務所経営。
PTA役員になつたことをきつかけに「まちおこし」と1磁もたちの活動支援Jを目指し、2000年「栗林おやじ塾Jを立ち
上げ代表となり、まちづくり活動を展開中。また、県内の「おやじの会Jに呼びかけて「さぬきおやじ連合Jを結成し、昨

年秋「第 1回 全国おやじサミットhか減腕を実行委員髭 して開催する。今春まで、自身の響 もたちの通う高校、

小学校のPTA会長を努めたほか、県内外で、父親の家庭教育や地域活動参力剛こついての講演を御 ている。

丹源:恒則(たんばらつねのり) メンズ覧わォTラム岡山

1953年生、岡山市在住。大学卒業後に環境庁系列の政府関係特殊法人である環境事業団へ勤務。東抑

共働きの暮らしの中で、子育て期をどう乗り切るか考え、「男の育児時間」を4年余り取る。次のハードJ比して:者親間

題に遭遇。故即副尋り、共に生きて幸せを分かち舗 ため、三十半1歯岡山へ転居。転居後は、生活情報誌の記者、
「月甲1プラザ岡山」の副編集長を経て、生涯学習の必要を感じ、「福澤諭吉『日本男子論』の  (裏面へつづきます)

第 4

第 5

分科会

|タイトノ可

1主  釧

分科会

レイトノ曜

降 僣

ヒイト川 男性運動の課題と成果

シンポジ不ト



(前ページより)今日的意味」を検討 る論文を岡山大学大学院法学研究科で作成する。現在は、評論や書評など
を書き、男女共同参画講座の講師などを務めるかたわら、「男らしさが日本の近現代でどのようにつくられてきたのか」
(男性性の構築囲田をさぐる近代日本男性史研究会(代表細谷実)などに参加。メンズリブ研究会、福澤諭吉協会、
日本ジェンダー学会、セクシュア明訂研究会、メンズリブフォーラム岡山などの会員。元岡山市「男女共同参画推進
協議会J委員。著述業。

著書(いずれも共著)に、『男の育児書』(現代書館,1987)、『男たちの「私Jさがし―ジェンダーとしての男に気づく』
(かも力わ出瓶1997)、「道徳的な男性性柳 課題―福澤諭吉のくヂグニチーX愛〉〈敬X恕〉論」『現代のエスプ
リ』第446号マスキュリニラグ男性性の歴史(至文堂,20“ )

佐伯 典久(さえきのりひさ) 香川県総務部青少年口男女共同参画課
1955年生、高松市在住。1978年 県庁に入庁し、高松県税事務所、農政課、東京事務所、健康福祉総務課

などを経て、現在青少年口男女共同参画課課長補佐。男女共同参画推進担当として4年目。

:  シンボルマIクに,いて このシンボルマークは、「男のフェスティパル」(Men's:

:festivaoの 英語の頭文字である、Mdを、笑ι瘤造害賄慮じめた卵の議をイメージじ :

:て、図案化したものです。楽しみながら、自分の殻を破るという意味が込駒られていま :

:す。また、M都議節し軌 男性、女性の頭文書 もあります。          :
i… .....… Ⅲ.・・・………………………………・・・・・…………,・・・・・・・・・……………………………………………:

1.参加者すべての方がこの集まりを気持ちよく楽しむために、次のことをお守りいただけますようにお願いいたします。
① 個人的なものであつても、録音、撮影など1まご遠慮くださぃ。
② 基調講演や分科会、シンポジウムの会場では、携帯電話、PHS等の電源はお切りください。また、通話は珈 倒

でも廊下でお願いします。
2.実行委員会による写真、ビデオの撮影について

実行委員会では、「男のフェスティ′

'レ

20A041N H鶴島鶴M町 の記録を残すために、写難 ビデオの撮影を
おこないます。みなさんのプライバシーに酉鑢 しておこないますので、あらかじめご了承ください。

「男のフェスティ′曹hとは、全国の男性運動功レープの交流を目的とした集まりです。

1996年 11月の京胸 初開催以来、毎年開かれてし球す。難 って:議翻まかりするのT・lまなく、お祭90よう
に、楽しむ場にしたしtいうコンセプトのもと、フェスティノ馴た名づけられました。もちろん、かつて関西で開腱:されてい

た「女のフェ寿 くノウレ」の影響を受1カばいます。

フェスティバ′‖ま、さまざまな男性問題に関わる人 と々の、出会tlの場になつていますので、体験や交流会を通じ
て、あなたのためのヒントを探:してください。

男性問題や運動につしヽて、広く知つてもらしttヽと考えています。性別・性自認・性指向・年齢・個〃ゲループの
別をとわず、どなたでもご:参カロL圭だけます。

場 のフェスティパル20“ IN KNW騨願嘔にご参加ttだき、ありがとうございます。「3oフェスティパル

“

‖
IN      は、第9回目の「男のフェスティ月 勇です。また、「男のフェスティ府 hが、大都市自以外で、そして
中国四国地域で開催されるのは、今回の高松が初めてです。しかも、開催直前に台風により戦後最大の被害を受けるという逆
風制詢ました。しかし、雛 は4ヽさくと違、充実した楽しいフェスティノ部‖こしたtt考えてしヽます。最後になりましたが、この度のフ
エスティパリレを開催するにあたって、ご支援、ご協力し礎だL亀方へお礼申し上|ザます。 (実行委員会委員長 大山 治彦)


