
千代田区男女共同参画センター

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催方法・内容が変更となる場合があります

会場：区民ホール（区役所 1 階）・MIW( 区役所 10 階 )

令和 4（2022）年  9月30日（金） ▼ 10 月1日（土）
〔12:00 ～ 20:00〕　　　〔10:00 ～ 14:00〕

日時：9 月30 日（金）12:00 ～　会場：区民ホール

日時： 9月30日（金）18:30 〜 20:00
会場： 区民ホール（区役所 1 階）
定員： 50名（区内在住・在勤・在学者を優先）
※託児・手話通訳等のサービスあり
　（申込みは 2 週間前まで）

Presented by 
演劇集団 LGBTI 東京

りつとにじのたね

男女共同参画社会の実現を目指して
入場無料

第10回 祭り
ミュウ

●実行委員長挨拶
●正則学園高等学校 花いけ男子部 による 花いけ L

ラ イ ブ

IVE
●男女共同参画川柳コンテスト 大賞発表と表彰式

ながみつまきさんの絵本を原作とし
た演劇を上演します。上演後は劇団
員によるパネルディスカッションを
行います。お子さんから大人まで、
ぜひご参加ください。

MIW 祭り会場に展示している MIW 登録団
体・参加団体のパネルの中から、クイズの
答えを見つけて景品をもらおう！
MIW オリジナルエコバッグ他、様々な景品をご用意し
ています！

MIW 登録団体
家庭栄養研究会 1 階ステージ

NPO 法人国際朗読ことば協会 1 階ステージ

Chiyoda update 10 階 MIW

ななかまど ブース 1

NPO 法人エガリテ大手前 ブース 2

Smile 研究会 ブース 5

ホームヘルパー全国連絡会　   ブース 6 10 階 MIW 動画紹介

千代田区女性史サークル ブース 7

九段労務研究会 ブース 8

人権を考える会 ブース13 10 階 MIW

キララシャイニング ブース14

ちよだ女性団体等連絡会
すずらんの会
一般社団法人  裁判員ネット
障がいをもつ子どもの現在と未来を考える会
千代田日本語学習支援グループ
NPO 法人いろどりキャリア
上智大学学生団体 GES

協力団体
千代田区内高校・大学

正則学園高等学校花いけ男子部 1 階イベント

法政大学ボランティアセンター
学生スタッフ（VSP） 1 階ステージ 動画紹介

上智大学ソフィア祭実行委員会装飾エコ局 ブース 9

法政大学公認学生組織 SASH ブース10

明治大学ボランティア団体 Tree  ブース11 動画紹介

専修大学専修神田ボランティア（SKV） ブース12

上智大学・石井ゼミ 動画紹介

東京家政学院大学・井上ゼミ
地域団体・企業

カフェ桜日和 ブース 3

NPO 法人女性ネット Saya-Saya ブース 4

若草プロジェクト  まちなか保健室  ブース15

ジョブ・サポート・プラザ ちよだ 1 階 さくらベーカリー

在日メキシコ大使館 動画紹介

興産信用金庫地域支援部
日本政策金融公庫東京支店

色とりどりの幸せのカタチ

MIW 祭りは、地域で活動する MIW の登録団体が作るイベントです。
MIW 登録団体、区内大学・地域団体・企業による活動紹介やクイズラリーなど、
どなたでも自由に参加できます。

今年のテーマは「色とりどりの幸せのカタチ」。世の中の「普通」に当てはま
らない、いろいろな幸せのカタチがあることを想像しながら、「誰もが生きや
すい男女共同参画社会」を考えてみませんか。

千代田区役所
1 階区民ホールと

10 階 MIW で
開催します！

オープニング

クイズラリー

演劇

（ミュウ）

第10回    祭り実行委員会

〒102-8688　東京都千代田区九段南 1-2-1　千代田区役所 10階
電話：03-5211-8845　FAX：03-5211-8846
Eメール：miw@city.chiyoda.tokyo.jp　　 Facebook @chiyoda.miw
HP：https://www.city.chiyoda.lg.jp （「暮らし・手続き」▶「男女平等・人権」▶男女共同参画センターMIWからお入りください）
開館時間：月～金 9:00～ 21:00／土 9:00～17:00（日曜・祝日休館）

※みゅうじろう
エコバッグイメージ

申込制

■ はじめての手話ー伝えてみよう私のこと、聞いてみた
いあなたのこと （ホームヘルパー全国連絡会）
参加予約は 1階ブース⑥まで（各回定員 6名）
9/30㊎ 15:00～ 16:00 、
10/1㊏ 10:45～ 11:45、12:15～ 13:15
■ 水引みゅうじろうをつくろう！（MIW）
水引でMIWのマスコットキャラクター
みゅうじろうのブローチを作ってみませ
んか。（各日先着 5名）
9/30㊎ 14:00～ 14:45、10/1㊏ 10:00～ 10:45
■ 子育てと仕事を考える読書会 （Chiyoda update）
MIW所蔵の本をその場で選び、参加者同士で読書で得た気づ
きをシェアします。
子育てや仕事について本を通して考えてみませんか。
10/1㊏ 11:00～ 12:00
■ フラワーデモに参加して （人権を考える会）
女性に対する性暴力根絶について、フラワーデモで語られた
こと、感じたことなどを紹介。
10/1㊏ 12:30～ 14:00

■ 動画による活動紹介
MIW交流サロンで動画による活動紹介の上映を 
行います。（左記イベント実施時間外）
MIW Facebook でも視聴できます！
・ホームヘルパー全国連絡会
・上智大学・石井ゼミ
・法政大学ボランティアセンター
　学生スタッフ
・明治大学 Tree
・在日メキシコ大使館
■ MIW 祭り 10 周年記念展示
第 1回からこれまでのMIW祭りを振り返ります。
■ 川柳コンテスト応募作品展示
コンテストにご応募いただいた川柳作品を全てご
紹介します。

MIWへのメールは
こちらから

MIWのホームページは
こちらから

色とりどりの
幸せのカタチ

テーマ

ＭＩＷ（区役所10 階）での催し

ＭＩＷ祭り参加団体

ミニ講座・ワークショップ



ステージ
(9/30、
10/1)

イベント
スぺース
（9/30）

第10回 祭り 会場案内

MIW登録団体ブース 協力団体ブース

イベント ステージ 

さくら
ベーカリー

受付

ブース

ブース

庁舎出入口

庁舎出入口

■ オープニングイベント
 花いけ男子部による花いけ LIVE
 （正則学園高等学校　花いけ男子部）

■ 男女共同参画川柳コンテスト
 大賞発表と表彰式

■ 今だからこそ「愛ある ことばのプレゼント」
 メンバーによる朗読ステージ。“元気と希望”を感じて頂
ける作品を披露します。（NPO法人国際朗読ことば協会）

■ クイズラリー 
 MIW祭り会場（区民ホール）内の展示パネルの中にクイズの答えを見つけて、10階MIWへ

■ MIW 登録団体、区内大学・地域団体・企業のパネル・ポスター展示
■ MIW 祭りのテーマについて考えてみました！
■ パートナーの呼称を考えよう！あなたは何と呼ばれている？呼ばれたい？
■ 川柳コンテスト入賞作品展示 ※その他の作品は 10階MIW交流サロンで展示

■ 演劇「りつとにじのたね」
  Presented by 演劇集団 LGBTI 東京 
 ※詳細は表面参照

■ 「スーパー和食で生涯現役」永山久夫氏講演の上映会
 食文化史研究家・永山久夫さんの講演を上映。意見交換も
行います。（家庭栄養研究会）

■ ボッチャ体験
 パラリンピックの正式種目ボッ
チャを体験してみませんか？（法
政大学ボランティアセンター学生
スタッフ（VSP））

区内大学のブース

ななかまど＆むらさき屋
アロマグッズ（スプレー、サシェなど）、アクセ
サリー、小物の販売
■ 9/30㈮
12:30～17:30

日常の生活から社会参画・社会貢献
団体活動、事業（調査・研修・出版）紹介など
■ 10/1㈯ 10:00～14:00

ペットボトルビーズを用いたアクセサリー作り
アクセサリー作りを通じて、より身近にエコを感じてみ
ませんか。（上智大学ソフィア祭実行委員会装飾エコ局）
■ 10/1㈯ 10:00～14:00

SDGs とジェンダー
11月下旬に法政大学で行われてい
る SDGsWeeksの紹介、ジェン
ダー・セクシュアリティの配慮に
関する大学の取組み紹介など
（法政大学公認学生組織 SASH）
■ 10/1㈯ 10:00～14:00

Tree の活動紹介＆エコキャップ回収
（明治大学ボランティア団体 Tree）
■ 9/30㈮ 12:30～14:30■ 10/1㈯ 10:00～14:00

緊急時に備え『AED 体験』
緊急時、目の前の大切な
人の命を救うためにも
AEDの使い方を体験しま
しょう！（専修大学専修
神田ボランティア（SKV））
■ 9/30㈮ 12:30～17:30 
■ 10/1㈯ 10:00～14:00

カフェ桜日和
区内レストランで作った焼き菓子や、区内で焙煎された
ご自宅で楽しめるコーヒーバッグなどを販売します。
■ 9/30㈮ 12:30～17:30 ■ 10/1㈯ 10:00～14:00

Saya-Saya 工房
手作り手芸品の販売
■ 9/30㈮ 12:30～17:00 ■ 10/1㈯ 10:00～14:00

まちなか保健室って？
家でも学校でもない安全で安心な居場所「まちなか保健
室」の紹介。
■ 9/30㈮ 12:30～17:30 ■ 10/1㈯ 10:00～14:00

コーチングを体験してみませんか？
悩みや夢を話してスッキリ！ワクワク！
大人気☆プロ鑑定士による無料手相占い☆（各日先着
15名）
■ 9/30㈮ 12:30～17:30 ■ 10/1㈯ 10:00～14:00

はじめての手話 受付＆活動紹介
■ 9/30㈮12:30～17:30■ 10/1㈯ 10:00～14:00 
※10階でイベント中は不在

千代田区ゆかりの出版関係者と記者
■ 9/30㈮12:30～17:30 ■ 10/1㈯ 10:00～14:00

なんでも労働相談
働く中での悩み、気になることなどなんでもご
相談ください。経験豊富な社会保険労務士がお
応えします。
■ 10/1㈯ 10:00～14:00

女性の権利を考えるための本、資料の展示
9/30㈮ 12:30～17:30 10/1㈯ 10:00～12:00

キララシャイニングの活動紹介・メン
バー募集＆カラーセラピー
カラーセラピーを時間を設定し行います（無料）。
9/30㈮ 12:30～17:30 10/1㈯ 11:00～14:00
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9/30 ㈮ 12 : 00 ～ 9/30 ㈮ 12 : 45 ～ 14 : 15

9/30 ㈮ 14 : 30 ～ 15 : 15

10/1 ㈯ 10 : 00 ～ 14 : 00

9/30 ㈮ 18 : 30 ～

楽しく学べるコーナー

クイズラリーのゴールは
10階MIWカウンターです！

うれしい景品つき

区民ホール
（区役所1階）

クイズラリーの景品の
エコバッグイメージ

会場マップ
祭り

エレベーターホール
みゅうじろうパン、
肉球パンを販売！

ななかまど＆むらさき屋

SDGsとジェンダーの取組み紹介
AED体験

ボッチャ体験


