コンベンションホール
遊～遊～たくのバルーンアート

ごちゃまぜライブ

２階：10：15～10：45

１３時～１５時１５分

バルーンアーティストが出没するよ。

１階：13：00～13：30

出会えた人にはバルーンをプレゼント！！

１．朗読パフォーマンス「ことばで遊ぼう」大阪ことばあそびうた
朗読グループ・グッドムーン

キーワードを探せ！

２．やってまっせ健康づくり、元気に年を重ねよう！！
NPO 法人

会場のどこかにキーワードがかくれています。

摂津市人材サポート・ビューロー

キーワードを完成させるとステキな景品が

３．The Feeling World～音楽を通して世界を感じよう～
みんなでいろんな世界を見て、感じて、楽しもう！

もらえます！
午前 10 時から１階でカードを配布します。
先着 160 名

せっつ多文化スマイリングネットワーク

Finale
１４時３０分～１５時１５分

◆ 参加・協力団体 ◆
NPO 法人キッズぽてと、NPO 法人摂津市人材サポート・ビューロー、絵本よみ
きかせ隊おおきなかぶ、おしゃべりと花の会、男の料理教室金曜会、男の料理
教室土曜会、カタリベカフェ千里丘、go=en、子育て支援「Pａｍｏｊａ」、子育て
ママのフラワーアレンジメントめぐみ、自由を楽しむパステル、情報ネット・ワー
クス、新日本婦人の会摂津支部、せっつ多文化スマイリングネットワーク、つど
い場「輪」、ハート to ハンドメイドの会、フラワーアレンジメントの会、ほめたいね
♡、マミー・クリスタル、遊フォークラブ、朗読グループ・グッドムーン、大阪人間科
学大学子ども保育学科、せっつ子育て応援隊、パパっこクラブ、遊～遊～たく

～手とて～

★ 手づくりマルシェ出展ショップ ★
bifa、手作りアクセサリーMasae、C&C、nenon♪、帽子屋、masutasi、やまかわ
し ょ う て ん 、 Rose Garden 、 SH2 ∞ copine 、 marico.momo 、 BONHEUR.K 、

藤岡扶美（ふうちゃん）
プロフィール
愛媛県出身、大阪府吹田市在住。てのひら
ことば講師、手話うたパフォーマー。
全国手話検定１級。ＮＰＯ法人さくら文庫
会員。生まれつき軽度難聴ながら、自己受
容しないまま声の世界で育つ。授かった子どもたちを通し自身の難聴と向き合
い「手話」と出あう。手話の魅力に気づき惹きこまれ、人生が輝きはじめた。

♪みんな一緒にふうちゃんの
てのひらワールドで楽しもう♪

Palpiter! 、 Ai ＊ Y 、 mon moca 、 natsu*natsu 、 hand made macaron 、
P*scrapper、nekonote、Bobinu、macco＊、hota*hota、クラフト宙、消しゴムは
んこ かめたん工房、水引工芸の千手堂

摂津市立男女共同参画セ ン タ ー ・ ウ ィ ズ せ っ つ
〒566-0021
摂津市南千里丘 5-35 摂津市立コミュニティプラザ 1 階
ＴＥＬ：０６－４８６０－７１１２／ＦＡＸ：０６－４８６０－７１１３
E-mail：danjyo@with-settsu.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://with-settsu.jp
◆アクセス 阪急摂津市駅「東出口」徒歩１分
ＪＲ千里丘駅徒歩約１０分
モノレール摂津駅徒歩約１５分
＊コミュニティプラザ駐車場（有料）は台数に限りがありますので、
公共交通機関をご利用ください。
周辺の商業施設への無断駐車はしないでください。
イラスト、表紙デザイン・あだち さなえ

平成３０年

３月３日(土)

時間：午前９時４５分～午後３時１５分
（各団体のイベントは午前１０時～午後２時３０分）

場所：摂津市立コミュニティプラザ
主催：摂津市（男女共同参画センター・ウィズせっつ）

模擬店

屋外 自由通路

オープニングは 9 時 45 分
コミプラ正面玄関前に集合！

１階

特に時間表記のない企画の開催時間は 10：00～14：30 です

10：30～
売り切れごめん

百聞は一見にしかず！フェスタ名物
豚汁食べに来て！待ってまーす

キッチン｢こらぼ｣
おくちのほほえみ

男の料理教室の
「具だくさん焼きそば」

豚汁、おにぎり、フランクフルト

こらぼ弁当、からあげ

具だくさんの焼きそば

企画：男の料理教室土曜会

企画：NPO 法人摂津市人材サポート・ビューロー

企画：男の料理教室金曜会

２階 体験企画がいっぱい
第８回手づくりマルシェ

女性のチャレンジを応援
研修室１・２

会議室１・２

会議室３・４

会議室５・６

工作室

キッズぽてとの

お花を活けながら、

つどい場「輪」の

「本」を読むカフェと

ママたちによる、子どもから

“ふれあいひろば”

おしゃべりしましょう

スマイル広場

チャリティーひと箱古本市

大人まで楽しめる手作り体験！

みんなで楽しく遊ぼう！

おしゃべりしながら、アレ

お茶とおしゃべりと体験で

お気に入りの本・コミック

アイシングクッキー、リボ

休憩もできます。

ンジ体験！花の名前をおぼ

元気に！脳トレゲームは

を珈琲・紅茶を飲みながら

ンバッグ、リボンカチュー

カラフルで色々な素材を使った小物、

手あそびなどは

えてね✿

①10：30～ ②13：00～

どうぞ。ひと箱古本市も大

シャ、あめちゃんブーケ作

雑貨、アクセサリーなど、オリジナル

①11：00～ ②13：30～

参加費：300 円

体操は 11：30～

好評です。

りを楽しもう！

作品ばかりです。

企画：NPO 法人キッズぽてと

企画：おしゃべりと花の会

お茶代：100 円

飲み物：８０～１００円

参加費：５00 円

企画：つどい場「輪」

企画：カタリベカフェ千里丘

企画：マミー・クリスタル

摂津の手作り作家が大集合！
趣味から一歩踏み出して、お店や講師にチャレンジ！
今年は島本町の手づくりコミュニティ市の皆さんも交流出展します。
（企画運営協力：go=en）

エントランス(ショップコーナー)

協力：大阪人間科学大学

交流室(体験コーナー)

３階 ワークショップと発表 「手とて」

ヘアゴム、プリザーブドフラワ

コンベンションホール

ー、ハーバリウム、樹脂粘土の
小物、消しゴムはんこなど手づ
くりに挑戦してみましょう！

子どもルーム

子どもルーム

おおきなかぶのちいさな絵本広場

前向き子育てミニミニ講座

指でくるくるパステルアートの

コロコロ動く

作品展示と体験教室

紙コップ人形をつくろう！

豪快遊びを一緒に楽しもう。

から大人までみんなで一緒に楽し

ロ動く人形を作って遊ぼう！

企画：NPO 法人摂津市人材サポー

10：00～12：00

みましょう。

参加費：50 円

参加費：100 円

企画：ほめたいね♡

企画：自由を楽しむパステル

ちょこっと体験。どなたでもどうぞ！

The Feeling World

パープルリボンをあしらった

①11：30～ ②13：30～

①11：０0～ ②13：00～

～世界を感じよう～

小物作り

企画：絵本よみきかせ隊おおきなかぶ

企画：子育て支援「Ｐａｍｏｊａ」

お花にふれて、いつも元気一杯

四季の情景・遊フォー写真展

楽しいミニフラワーアレンジメント

イクメン・カジメン写真セレクト

体験。

企画：遊フォークラブ

おもちゃづくりや家ではできない

10：00～12：00

う！おはなし会もあるよ。

展示

健康づくり！世代を越えて生涯青春！

簡単！紙コップと輪ゴムでコロコ

子育てを楽にする｢前向き子育て」を

情報スペース

子どもがよろこぶパパっこ遊び

指で描くパステルアートを子ども

お友だちやお家の人と絵本を楽しも

交流スペース

ガンバルーン体操と足つぼ体験

ト・ビューロー

遊～遊～たくのバルーン教室

はじめての人も OK です！

11：00～11：30

11：00～11：30

いろんな世界を見て感じて体験しよう！

簡単で楽しい小物作りにチャレンジ！

ワールドブースを満喫しにきてね！

チャリティーに参加して STOP DV

①10：30～11：00

カフェ、販売：100 円～

タペストリーを完成しよう！

②11：30～12：00

企画：せっつ多文化スマイリング

参加費：100～300 円
企画：ハート to ハンドメイドの会

戦争いやや！平和がいいね♡

STOP ＤＶタペストリー

参加費：300 円

今どきスマホ活用法

企画：フラワーアレンジメントの会/

企画：情報ネット・ワークス

新聞ちぎり絵、誰にでも簡単にで

今年の新作タペストリーを展示。

子育てママのフラワーアレンジメン

子育てに小さなおせっかい！！

きるエコな作品で平和を表現。

｢逃げ恥｣撮影コーナーもあるよ！

ト「めぐみ」

企画：せっつ子育て応援隊

企画：新日本婦人の会 摂津支部

企画：男女共同参画センター

手話でうたおう♪

自分で作るバルーンアート！

セッピィ・なす丸と写真を撮ろう！

ネットワーク

企画：パパっこクラブ

企画：新日本婦人の会 摂津支部

ごちゃまぜライブは 13 時から
フィナーレは 14 時 30 分から
くわしくは裏面へ！

