
　問 日本女性会議 2021 ㏌甲府実行委員会事務局（人権男女参画課女性活躍係内）…☎（２２５）３９４０

未来へつなぐ まちづくりは  人づくり
～甲斐の国から ともに～

10 月 22 日（金）・23 日（土）いよいよ 開催 !

　山梨県初開催となる「日本女性会議」が、本市で行われます。市民の皆さんや県内の学
生の皆さんにもご参加いただけるよう、大会２日目に開催される分科会に「甲府市民枠」、

「山梨県内学生枠」を設けました！この機会に、ぜひご応募・ご参加ください。みんなで
男女共同参画について考えましょう！
　※「日本女性会議」は、男女共同参画社会の実現をテーマとした国内最大級の大会です

分科会

１性の多様性

多様な性と家族、パートナーシップ
～コウノドリ作者と考える多様な生き方と制度～

［第１部定員］甲府市民…45 人　県内学生…90 人
［第２部定員］甲府市民…70 人　県内学生…  5 人

トークセッション

分科会

２ジェンダー・ＤＶ

ジェンダーとＤＶに
敏感な視点で日常をみる

～ジェンダー平等は人権の問題。
　　　　気づきが差別と暴力を終わらせる。～

パネルディスカッション

［第１部定員］甲府市民…15 人　県内学生…10 人
［第２部定員］甲府市民…25 人　県内学生…  5 人

分科会

３子どもの教育・子どもの貧困

［第１部定員］甲府市民…50 人　県内学生…90 人
［第２部定員］甲府市民…  5 人　県内学生…  5 人

第１部：講演会
第２部：ワークショップ

It Takes a Village.
“村じゅう みんなで”

～よそのボコも うちのボコ 
おらが村をこせえるじゃん～

分科会

４ワークライフバランス

ダイバーシティ・インクルージョン 
働き方改革と男性の在り方

～新しい生活様式に、子育て介護に男女とも！
役割を果たす今をつくろう～

パネルディスカッション

分科会

５女性活躍

女性が起業するワケ
～やりたいことをカタチに。その一歩を今～

［第１部定員］甲府市民…10 人　県内学生…15 人
［第２部定員］甲府市民…15 人　県内学生…  0 人

ワークショップ

［第１部定員］甲府市民…20 人　県内学生…40 人
［第２部定員］甲府市民…40 人　県内学生…  5 人

分
科
会
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山梨県内
学生枠

       ～　 　の分科会
から第１部・第２部
各１つずつ、計２つ
の分科会に参加でき
ます。

参加費
お一人様 1,000 円

 （税込）

甲府市民枠

１つの分科会の、第
１部 or 第２部に参
加できます。

参加費　無料

新型コロナウイルスまん延防止の観点から、会場への参加人数を制限させていただきます。
来場者にできる限り安心してお楽しみいただけるように、各種公的機関のガイドラインに則り感染症対策を実施します。
感染拡大状況により、インターネット配信のみに切り替える場合がございます。

あなたはどの分科会に
参加する？ ／＼

日時：10 月 23 日（土）

第１部    9:20 ～ 10:50　
第２部  11:40 ～ 13:10
※分科会は各２部制です。

内容、講師などの詳細は、
大会ホームページをご確
認ください

１ 10



27　　　令和3（２０２１）年／８月号

◆ インターネット

◆ ＦＡＸ・Ｅメール・郵送
大会ホームページから直接申し込みください。

大会ホームページから「参加申込書」をダウンロード
し、必要事項を記入して申込先（東武トップツアーズ
㈱甲府支店内「 日本女性会議 2021 in 甲府 」係）へ
ＦＡＸ・Ｅメールまたは郵送にて申し込みください。
Ｆ  Ａ  Ｘ：055-226-0318   
Ｅメール：jwc2021kofu@tobutoptours.co.jp
住　     所：〒400-0031 甲府市丸の内１-17-10 東武穴水ビル７階
※申込書（パンフレット）は、各公民館などにも設置しています

※先着順

１日目 10 月 22 日（金）

12:30 ～ 13:05 ★アトラクション
13:10 ～ 13:30 ★開会式　
13:30 ～ 14:00 ★基調報告
14:15 ～ 15:15 記念講演
15:30 ～ 17:00 ★シンポジウム

［11:00 ～ 18:00 物産展］

大会概要
２日目 10 月 23 日（土）

  9:20 ～ 10:50 ★分科会（第１部）
11:40 ～ 13:10 ★分科会（第２部）
14:10 ～ 14:30 ★アトラクション   
14:30 ～ 15:10 特別講演
15:20 ～ 15:50 ★分科会報告
15:50 ～ 16:20 ★閉会式

［9:00 ～ 17:00  物産展 · マルシェ］

参加申込、詳細は大会ホームページをご確認
ください

会場：ＹＣＣ県民文化ホール 会場：山梨学院大学

記念講演 シンポジウム

林 真理子さん 上野 千鶴子さん

　２日間の大会開催内容をインターネットで録画配信しま
す。配信期間中は、お好きな時間にシンポジウム・分科会
などをご視聴できます。

外出を控えたい ・時間に限りがある ・たくさんの分科会を聞きたい方

配信期間：10 月 24 日（日）10:00 ～ 10 月 30 日（土）17:00
参  加  費：お一人様 2,000 円（税込）※山梨県内の学生は無料

インターネット配信 もあります！

※会場参加とインターネット配信の両方に申し込みできます
   （事前にインターネット参加申込が必要です。会場参加申込だけでは視聴できません）
※複数名でご視聴する場合は、視聴される人数分申し込みください

※★はインターネット配信予定のプログラムです

特別講演

橋本 聖子さん

当日参加ＯＫな物産展やマルシェなど、 イベントたくさん！
皆さんのお越しをお待ちしています♪

◆ 申込締切日 ８月 31 日（火）

▶大会参加には、事前の申し込みが
　必要です！

分科会

６女性活躍

［第１部定員］甲府市民…10 人　県内学生…15 人
［第２部定員］甲府市民…10 人　県内学生…10 人

これでいいのだ、私の人生。
私がわたしの未来を創る。

～就職、結婚、生きる意味。～

ワールドカフェ

分科会

10生涯活躍・健康

［第１部定員］甲府市民…15 人　県内学生…30 人
［第２部定員］甲府市民…10 人　県内学生…  5 人

“私らしく生きる”ために
あなたは？地域は？

～私らしく生きる人生設計の可能性～

パネルディスカッション

分科会

９生涯活躍・健康

［第１部定員］甲府市民…20 人　県内学生…20 人
［第２部定員］甲府市民…10 人　県内学生…  5 人

生まれてから死ぬまで

地域で暮らすために
～介護・福祉・医療・教育の連携で
　　　　　　　　　　　　        つくる未来～

パネルディスカッション

分科会

８環境

［第１部定員］甲府市民…30 人　県内学生…25 人
［第２部定員］甲府市民…25 人　県内学生…10 人

環境から考える地域の未来
～外国人住民・大学生がみつけた発見～

パネルディスカッション

分科会

７食育・農業

［第１部定員］甲府市民…20 人　県内学生…15 人
［第２部定員］甲府市民…25 人　県内学生…  0 人

未来へつなげる

「農業・食」の魅力
～守り引き継ぐ山梨の宝～

パネルディスカッション

申込方法

大会運営に関する新型コロナウイルス
感染症対策について ▶

日本女性会議 2021 大会案内検索 をクリック！

▶分科会以外のプログラムに参加される方は、一般参加（お一人様 4,000 円）の
    申し込みとなります。参加希望の方は、大会ホームページをご確認ください。

講師 メインシンポジスト

講師


