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広 報 連 絡 
 

１ 件   名     ～個性を認め みんなでつくろう あしたの社会～ 

令和４年度岡山市男女共同参画推進週間 

          「さんかくウイーク２０２２」を開催します 

 

２ 期   間   令和４年６月２１日（火）～６月２７日（月） 

          及びその前後各１週間（プレウイーク・フォローウイーク） 

 

３ 場   所   さんかく岡山（北区表町三丁目）、市民文化ホール（中区

小橋町一丁目）、市内３７の全公民館 ほか 

 

４ 主   催   さんかくウイーク２０２２実行委員会・岡山市 

 

５ 趣   旨   「岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する条例 

           （さんかく条例）」施行後２１回目となる岡山市男女共同

参画推進週間を中心に、別紙のとおり「さんかくウイー

ク２０２２」を開催します。  

 

６ 添付資 料   「さんかくウイーク２０２２」チラシ 







　　      さんかくウイーク２０２２

　　　お申し込み・お問い合わせは、各公民館へ（順不同）

公民館 日  時

公民館 日  時

光南台
086-267-1255

　 5月30日～
 　　6月24日
　　　開館中

建部町
086-722-2212

6月24日（金）
13:30～15:00

御南西
086-244-1855

6月12日（日）
10:00～12:00

高島
086-275-1341

6月24日（金）
13：30～15：30

足守
086-295-1942

6月13日（月）
10:00～12:00

操南
086-276-7898

6月25日（土）
10:00～12:00

福浜
086-265-4835

6月13日（月）
10:00～12:00

津高
086-294-4222

6月25日（土）
13:30～15:00

京山
086-253-8302

6月13日（月）
13:30～15:00

妹尾
086-282-4747

6月25日（土）
13:30～15:00

旭
086-224-0515

6月16日（木）
10:00～12:00

富山
086-274-0827

6月25日（土）
13:30～15:30

旭東
086-943-1154

6月16日（木）
10:00～13:00

御津
086-724-1441

6月26日（日）
13:00～14:30

一宮
086-284-6224

6月17日（金）
10:00～12:00

東山
086-276-6202

6月28日（火）
10:00～12:00

万富
086-953-0610

6月17日（金）
10:00～12:00

高松
086-287-2057

6月28日（火）
13:30～15:30

操山
086-271-5030

6月18日（土）
13:00～17:00

岡西
086-253-7581

6月30日（木）
10:00～12:00

岡南
086-262-3483

6月18日（土）
13:30～15:00

吉備
086-293-2170

6月30日（木）
13:30～15:30

西大寺
086-942-6252

6月18日（土）
13:30～15:30

藤田
086-296-2185

7月1日（金）
13:30～15:30

東
086-271-1911

6月18日（土）
13:30～15:30

北
086-254-4633

7月2日（土）
10:00～12:00

岡輝
086-222-0855

6月18日（土）
13:30～15:30

山南
086-946-8165

7月2日（土）
10:00～12:00

福田
086-282-3773

6月19日（日）
10:00～12:30

瀬戸
086-952-4146

7月2日（土）
13:30～15:30

芳田
086-245-0688

6月20日（月）
10:00～12:00

大元
086-241-8526

7月2日（土）
15:00～17:00

上道
086-297-2377

6月20日（月）
10:00～12:00

南
086-263-7919

7月4日（月）
13:30～15:30

灘崎
086-362-0408

6月20日（月）
10:30～12:00

興除
086-298-2660

7月8日（金）
10:00～12:00

人生の最終段階の意思決定
～人生会議について考える～

中学生の標語展示

年をとっても、これなら安心じゃ！
～秘訣は”友”～

さんかくシアター
「ホーム・スイートホーム」

おとうさんの子育て応援講座
「お父さん、出番ですよ！」第2回

親子で防災ワークショップ

介護・看取りを考える
～妻を14年間介護した経験などを踏まえて～

お父さんのための読み聞かせ講座
～親子で絵本を楽しもう！～

人としての尊厳を守りたい
子どもの虐待とDVを考える

女子のためのはじめてDIY

自分らしさを大切に
～自己肯定感UP!!↑のススメ

やさしい日本語を知ろう
～言葉の壁を越えた交流のために～

行　事　名

行　事　名

上南
086-948-3352

6月23日（木）
10:00～11:30

おやこde防災講座

自分らしく輝いて生きるために
自己肯定感を高めよう！

「やばい!これ、アンコンシャス・バイアスかも?
～自分の中の無意識の偏見や思い込みを

意識することからはじめてみよう～」

パートナーやご家族・お友だちとご一緒に！
「婦人科医とトークしてみよう！」
（会場：検討中のため要確認）

今こそ知ろう“ジェンダーレス”
～上道中の制服リニューアルに学ぶ～

さんかくシアター
「いわさきちひろ～27歳の旅立ち～」

紫式部からのメッセージ

お父さんとハンバーガー作りに挑戦！

子どものために知っておきたい
‘性’のはなし

私に似合う“色”を見つけよう。
自分の魅力再発見

パーソナルカラーを見つけよう！
～似合うカラーで魅力的に！～

家族で楽しく防災教室
～リリーさんの防災トーク＆ミニ演奏～

密室で起きるDVや児童虐待
～「他人事」と思っていませんか？～

女性の健康
～健診で自分のからだを大切に～

笑顔がもっと広がる！
人間関係スキルアップ術

パパとキッズの手作りラボ
～キラまりん★ジオラマソープをつくろう～

災害時における
健康維持のための豆知識

多様性は、自分の中にあった！
～自分を知るほどに、

人づきあいもラクになる～

「プロのお掃除の豆知識」
キレイになると心もウキウキ！！

「個性を認める」ためにできること
～まずは人とつながる力を高めよう～

小さな奇跡の島スリランカのお話を少し

「選ぶ」基準はナニ？
～ファッションとメガネのおはなし～

LGBTって何だろう
～理解への一歩～

歌と芝居で笑いまショー
～あなたがあなたらしく

わたしがわたしらしく輝く社会～

男性料理教室
～健康的な食生活入門～

SDGs「人生100年時代」を、
全ての人が楽しんで暮らす！





お電話・ＦＡＸでお申込みいただくか、ＱＲコードからサイト内入力フォームを
ご利用のうえ、お申し込みください。

■申込・お問い合わせ先

■会場までのアクセス

会 場 岡山市立市民文化ホール
所在地 岡山市中区小橋町一丁目１－３０

路面電車が便利です。
（JR岡山駅東口前発
東山行き「小橋」停留所で下車、徒歩１分）

※駐車場がございません。
公共交通機関をご利用ください。

※１ 託児希望の方で託児定員を超えた場合にはお知らせしますので、必ず電話番号を記入してください。

※２ 新型コロナウイルス感染症の拡大により、講演会をオンライン開催に変更する場合は記載されたメールアドレス

に連絡を差し上げます。

※３ 個人情報は適切に管理し、このイベントの開催に必要な限りにおいて使用します。

FAX番号 086(803)1845

岡山市女性が輝くまちづくり推進課
TEL ：086-803-1115 
FAX ：086-803-1845
E-mail：danjo@city.okayama.lg.jp

さんかく岡山（男女共同参画社会推進センター）
TEL ：086-803-3355
FAX ：086-803-3344
E-mail：sankaku@city.okayama.lg.jp

ま
た
は

ふりがな

お名前 電話番号

ご住所 〒

メール
アドレス※２

◆託児を希望される方は以下にご記入ください。※１歳～就学前のお子様が対象です。
持参いただくもの：保護者の身分証明書、子どもの保険証、飲み物（ミルクは×）、おむつ（必要な方）

お子様の
お名前と年齢

お名前（ふりがな） 年齢

歳 カ月

歳 カ月

■申込方法 ※直接ご来庁・ご来館の上、窓口でお申込みいただくことも可能です

mailto:danjo@city.okayama.lg.jp
mailto:sankaku@city.okayama.lg.jp

