
千代田区男女共同参画センター

会場：九段生涯学習館（東京メトロ東西線・半蔵門線、都営地下鉄新宿線「九段下」駅下車 6番出口前）
※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会場での実施を中止させていただく場合があります

令和 3（2021）年  10 月1日（金）〔12:00 ～ 20:00〕ー2日（土）〔10:00 ～ 14:00〕

日時：10月1日（金）12:00 ～　会場：3階第 1学習室

日時： 10月1日（金）18:30 ～ 20:00　
会場： 3 階第 1学習室 または オンライン受講
 （Zoomウェビナー）
定員： 会場 20名、オンライン60名（区内在住・
 在勤・在学者を優先）
※託児・手話通訳のサービスあり

2021年のTOKYOから考える
スポーツとダイバーシティ

男女共同参画社会の実現を目指して
入場無料

申込制

第9回 祭り
ミュウ

なんか変？“フツー”って何？
～それが未来を拓くカギ～

●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

MIW祭り会場に展示しているMIW登録団体パネルの
中から、クイズの答えを見つけて景品をもらおう ! 
MIWオリジナルタオルハンカチ他、様々な景品をご用意しています ! 

MIW登録団体
人権を考える会 ステージ ブース3

ＮＰＯ法人いろどりキャリア ステージ ブース4

キララ・シャイニング ブース1

ちよだ女性団体等連絡会 ブース2

NPO法人エガリテ大手前 動画紹介 ブース7

ホームヘルパー全国連絡会 動画紹介 ブース8

ななかまど 動画紹介

九段労務研究会 動画紹介

千代田区女性史サークル
すずらんの会
Smile 研究会
神保町応援隊
一般社団法人  裁判員ネット
家庭栄養研究会
ＮＰＯ法人国際朗読ことば協会
障がいをもつ子どもの現在と未来を考える会
家族と法を考える会
千代田日本語学習支援グループ
Chiyoda update

千代田区内高校・大学
正則学園高等学校花いけ男子部 ステージ

専修大学専修神田ボランティア（SKV） ブース5

明治大学ボランティア団体 Tree ブース6

上智大学社会学科 石井ゼミ 動画紹介

法政大学ボランティアセンター
学生スタッフ（VSP） 

動画紹介

法政大学公認学生組織SASH
明治大学男女共同参画推進センター

参加企業・団体
まちなか保健室 ブース3

NPO法人女性ネットSaya-Saya
興産信用金庫お客様支援部 
ジョブ・サポート・プラザ ちよだ
日本政策金融公庫東京支店

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。今年のテーマ
には、わたしたちの日常の中にある「普通は〇〇だ」「それは常識だ」という思い込
みや偏見に、「それってなんか変じゃない？」と気付くことが多様な人々が生きやす
い社会、平等で開かれた社会につながるのでは、という思いが込められています。会
場やMIWホームページで、テーマについて参加団体のメッセージがご覧いただけま
す。みなさんもMIW祭りで、男女共同参画社会について考えてみませんか？

今年の会場は
九段生涯学習館の
2階と 3階です！

オープニング

2日（土）1日（金）

クイズラリー

講演会
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嶋
じま

 泰
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子
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さん
( スポーツ文化ジャーナ
リスト ) 

（ミュウ）

第9回    祭り実行委員会
おうちでもMIW祭り！

会場だけでなく、インターネットでも参加できます！
・MIW祭り講演会：Zoomウェビナー（事前申込制）
・登録団体パネル展示：MIWホームページに掲載
・参加団体の活動紹介動画：MIWFacebook に掲載

MIWへの
メールは

こちらから→

〒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、03-5211-4317　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）

どなたでも
ご自由に

HPでも
MIW祭りの
一部企画をご覧
いただけます！

※ハンカチイメージ

12:00～ 12:30 オープニングイベント
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13:30～ 
動画による活動紹介

15:00 ～ 
動画による活動紹介

11:30～ 13:00 
上映会「ビルマを知る・学ぶ」

13:15～ 動画による活動紹介

18:30～ 20:00 
講演会「2021年のTOKYOから考える
スポーツとダイバーシティ」

10:00～ 11:00 「パパ・ママ対談  
産休・育休・復職の悩みを語ろう！」

九段生涯学習館3階 第1学習室 タイムテーブル

ＭＩＷ祭り参加団体
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第9回 祭り 会場案内

ブース〈和室（大）〉

ブース〈託児室兼和室〉

2 階
3階

テーマ
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■  MIW登録団体、区内大学・企業等のポスター・
 パネル展示
■ 今年のMIW祭りテーマについて考えてみました！
■「千代田区ゆかりの音楽家」 （千代田区女性史サークル）
■  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？
■ 花いけ LIVE 作品展示 （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 入賞作品の展示

緊急時にそなえ「AED体験」!
10月 1日（金）12:30～ 17:30
10月 2日（土）10:00～ 14:00

（専修大学専修神田ボランティア
（SKV））

みんなで始めようエコキャップ運動
～ペットボトルキャップ回収が拓く未来～

10月 1日（金）13:00～ 16:00
10月 2日（土）11:00～ 14:00

（明治大学ボランティア団体 Tree）

活動紹介
10月 2日（土）10:00～ 14:00
（NPO法人エガリテ大手前）

人生の最後にどう在りたいかが
わかるゲーム
10月 2日（土）10:00～ 14:00
（ホームヘルパー全国連絡会）

ステージ〈第１学習室〉

企画展示〈九段ギャラリー〉

九段生涯学習館

ステージ
オープニングイベントや

登録団体の
ステージ発表を行います。

企画展示
参加団体の企画展示
をしています。

※ 10/1（金）は18:30まで

第1会議室

九段ギャラリー

このマークがついている
イベントはオンラインで
参加できます。

受 付

第1学習室

※タイムスケジュールは裏面参照

■ 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
 （MIW祭り実行委員会）

■ 講演会 「2021年の TOKYOから
 考えるスポーツとダイバーシティ」
 ※詳細は表面参照

■ 団体活動発表動画
 「改正　育児・介護休業法のポイント」（九段労務研究会）
 「女性向け護身術」（ななかまど）※ 10月 1日（金）のみ
 「サークルズプログラム（性教育）」（ななかまど）※ 10月 2日（土）のみ

■ 団体活動紹介動画
 ホームヘルパー全国連絡会※ 10月 1日（金）のみ
 NPO法人エガリテ大手前※ 10月 1日（金）のみ
 法政大学ボランティアセンター学生スタッフ（VSP）
 上智大学社会学科石井ゼミ　ほか

第 1学習室のスクリーンでMIW祭り参加
団体の活動を紹介する動画の上映をします。

1

ブース〈第1会議室〉

グループ活動紹介
10月 1日（金）12:30～ 17:30
10月 2日（土）11:00～ 14:00
（キララ・シャイニング）

ちよ女連の活動紹介
10月 2日（土）10:00～ 14:00
（ちよだ女性団体等連絡会）

活動紹介
10月 1日（金）12:30～ 17:30
（人権を考える会）

まちなか保健室の活動紹介
10月 2日（土）10:00～ 14:00
（まちなか保健室）
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お試し！「日々の世界のつくりかた」で
価値観を探るワーク
10月 2日（土）11:15～ 12:15／ 12:30～ 13:30
（NPO法人いろどりキャリア）

1日（金） 1日（金）

動画による活動紹介■ パネルディスカッション
  「パパ・ママ対談：産休・育休・
復職の悩みを語ろう！」

　　（NPO法人いろどりキャリア）

■ 上映会「ビルマを知る・学ぶ」
 （人権を考える会）

2日（土） 2日（土）

クイズラリーの
景品引き渡し所

第2学習室
 和室（大） 

 託児室兼和室

クイズラリーの
スタートもこちら！

みゅうじろうパンは、
千代田区役所 1階 さくらベーカリー
で販売します（営業時間内）！

MIW祭りに参加される方は
お立ち寄りください。
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