
一時保育あり 手話通訳あり

集まって　つながって　広げよう　笑顔の輪集まって　つながって　広げよう　笑顔の輪

平成 25年２月23日（土）・24日（日）
午前10時～午後4時 入場無料

２／23     土 ２／24     日
ホール （午後 0時 30 分開場）

（午後 1時～ 1時 30 分）

オープニングセレモニー

（午後 1時 30 分～午後 2時 20 分）

登録団体紹介

研修室等 折り紙教室、墨を使ったワークショップ、
リユース玩具の無料頒布など

喫茶コーナー お茶席

ホール

（午前 10 時 30 分～ 12 時 25 分）

子ども向けビデオ上映

「チャーリーとチョコレート工場」（吹替版）

（午後 1時～ 2時 30 分）

みんなで歌おう !

歌体操、歌声喫茶「ほっとすてんしょん」の皆さん

・イコーラム登録団体による活動報告展示

ギャラリー 【親子で楽しみましょう！】

【ギャラリー展示】

【「笑顔」の写真展】

本の読み聞かせ、皿回し、独楽、
その他伝承遊び、ミニ電車・SL 等　

研修室等

その他

パソコンの模擬講座、相談、紙バッグ作り
東北被災地支援のための展示・販売＆
被災者のお話を聴く会など

喫茶コーナー 仕事イキイキ講座修了生が
カフェを開きます
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東大阪市立男女共同参画センター・イコーラム
近鉄若江岩田駅前　希来里ビル 6階　( 東大阪市岩田町 4-3-22-600)

公募した「笑顔」の写真を展示します。
どの笑顔がいいか投票してください。

き ら り

主催 : 東大阪市・東大阪市男女共同参画施策推進本部
企画運営 : 東大阪市立男女共同参画センター事業推進委員会・イコーラム登録団体・一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団

　【オープニングコーラス】　　
     　東大阪市立孔舎衙中学校合唱部

　【オープニングコーラス】　　
     　東大阪市立孔舎衙中学校合唱部

く さ か

（午後 2時 30 分～午後 4時）【講演】

人生あきらめたらあかん！　
   ～希望を持って生きる～

市岡裕子さん
（ゴスペルシンガー）

吉本新喜劇元看板役者､故　岡八朗の長女｡
４歳からピアノと歌を習い始め、高校時代にジャ
ズ､黒人音楽に触れる｡99年ブルックリン・クイー
ンズ音楽院にてブラックミュージックを本格的に
学びゴスペルシンガーの道を歩む｡
ゴスペルコンサートではエネルギッシュなステー
ジでゴスペルを歌い上げる｡
03年､自叙伝｢泣いた分だけ笑わしたる! ｣を出版｡
講演では人生の荒波に揉まれて来た経験から､闘
病や家族間の葛藤､夢と希望を持てずに苦しんで
いる人達の役に立ちたいと語り、現在､日本国内
外で多数の講演､コンサートを手掛ける｡

いちおか　　ゆうこ　

全日本合唱コンクール
全国大会２年連続出場

〔  2 月 23 日 ( 土 ) ～ 3月 9日 ( 土 )  〕

童謡・フォーク・
懐かしの歌 などなど
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東大阪市立男女共同参画センター

イコーラム

 高齢者、障がい者、認知症の方のための相談（社会資源開発研究会）

　
　（午前 10 時 30 分～ 12 時 25 分）

　【子ども向けビデオ上映】

　「チャーリーとチョコレート工場」（吹替版）

　（午後 1時～ 2時 30 分）

　【みんなで歌おう！】
　　歌体操の皆さん　
　　歌声喫茶「ほっとすてんしょん」の皆さん

　（午後 1時～ 1時 30 分）

　【オープニングセレモニー】
　　・オープニングコーラス　　

     　　東大阪市立孔舎衙中学校合唱部

　（午後 2時 30 分～ 4時）

　【講演】「人生あきらめたらあかん！          
　　　　　　－希望を持って生きる－」
　　　　　　市岡裕子さん（ゴスペルシンガー）

　（午後 1時 30 ～ 2時 20 分）

　【登録団体紹介】（23団体）

リユース玩具の無料頒布
（ふれあいおもちゃリサイクルの会）

東北被災地支援のための展示・販売
＆被災者のお話を聴く会
（共生社会　プロジェクトWe）

 絵画と手作り作品の展示（Hobby Room 縁）

 高齢者、障がい者、認知症の方のための相談（社会資源開発研究会） カレンダーを利用した紙バッグ作り （With （ウィズ））

折り紙教室
（特定非営利活動法人東大阪エイフボランタリーネットワーク）

墨を使ったワークショップ（ココロほぐしの種まきサークル）

　　お茶席（東大阪地区更生保護女性会）

東北被災地支援のための展示・販売
（共生社会  プロジェクトWe）

「笑顔」公募写真展　（〔投票〕2/23午前10時～ 2/24午後1時　〔発表・表彰〕2/24午後3時30分）

パソコン模擬講座（希来里 PCクラブ）

　　カフェ　（仕事イキイキ講座修了生）

絵本の読み聞かせ、伝承遊び、ミニ電車・SLなど（くれよん）

　登録団体活動展示

場　　所 2月 23 日（土） 2月 24 日（日）
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　◆お問い合せ◆

東大阪市立男女共同参画センター・イコーラム　事務局　イコーラムフェスタ係
ＴＥＬ：０７２－９６０－９２０１　　ＦＡＸ：０７２－９６０－９２０７
ホームページ：http://www.ikoramu.com  　Ｅメール：ikoramu＠nifty.com

◆登録団体◆
特定非営利活動法人  東大阪日本語教室／佐藤一正絵画教室／ココロほぐしの種まきサークル／ＮＰＯ法人  
シスターフッド大阪／東大阪地区更生保護女性会／希来里ＰＣクラブ／社会資源開発研究会／手話教室
おててくらぶ／ ≪　Ｉ　愛　ＹＯＵ　≫／ＥＩＣ／大阪コリアン音楽交流会／特定非営利活動法人  東大阪
エイフボランタリーネットワーク／Ｗｉｔｈ（ウィズ）／チャイルドラインひがしおおさか／くれよん／
共生社会  プロジェクトＷｅ／翔クラブ／Ｈｏｂｂｙ Ｒｏｏｍ  縁／マカロン／ふれあいおもちゃリサイ
クルの会／ボランティアサークル老大東部フレンド／親子のホッとスペース  ひまわり／カラフル

プログラム

く さ か

【一時保育】
1歳半～就学前幼児

定員10名

2/16(土)までに要予約
１人3時間  400円　

特定非営利活動法人　東大阪日本語教室
佐藤一正絵画教室
ココロほぐしの種まきサークル
ＮＰＯ法人　シスターフッド大阪
東大阪地区更生保護女性会
希来里ＰＣクラブ
≪　Ｉ　愛　ＹＯＵ　≫
ＥＩＣ
特定非営利活動法人　東大阪エイフボランタリーネットワーク
Ｗｉｔｈ（ウィズ）
チャイルドラインひがしおおさか
共生社会　プロジェクトＷｅ
ボランティアサークル老大東部フレンド

【展示団体】

（午前のみ）絵手紙教室


