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入場無料

9:45-10:00 オープニング

10:00 -10:30 式典

10:30 -11:30 講演
11:30 -12:00 京都府あけぼの賞表彰式
11:10 -15:00 あけぼのバザール
12:30 -15:00 ミニライブステージ
13:00 -15:00 ワークショップ

オープニング

「きょうと子ども・子育て応援ソング」
ライブ

講演
「ウィンブルドンの風に誘われて」

府民の皆さんと一緒に作成した
「きょうと子ども・子育て応援ソン
グ」
を、
全体の作詞・作曲を担当した
シンガーソングライターの高田志麻
さんが披露。
北野幼稚園 園児の皆さ
んも一緒に踊り、
可愛らしいダンス
でフェスティバルを盛りあげます。

講師：

元プロテニスプレーヤー
さわ まつ

©Y.Umeda / studio dp

国内外で長年にわたりプロテニスプ
レーヤーとして活躍された沢松さんよ
り、スポーツ界における女性の活躍や男
女共同参画に対する想いを、ご自身の経
験をもとにお話しいただきます。

【プロフィール】15歳で全日本テニス選手権の女子シングルスに優勝。
四大大会の日本人
最年少勝利記録など数々の記録を保持。オリンピックに2度出場するなど、日本代表を
長きにわたり務めた。現在は、テニス解説者・スポーツコメンテーターのほか、ワールド
マスターズゲームズ2021関西大会の評議員等で活躍している。

下立売通
丸太町通

護王
神社

丸太町駅
2号出口

地下鉄丸太町駅

[後援]朝日新聞京都総局、NHK京都放送局、エフエム京都、京都経営者協会、京都市、京都市教育委員会、京都新聞、京都府教育委員会、
京都府市長会、京都府町村会、京都府PTA協議会、京都府立高等学校PTA連合会、京都リビング新聞社、KBS京都、産経新聞社京都総局、
JICA関西、日本経済新聞社京都支社、日本労働組合総連合会京都府連合会、毎日新聞京都支局、読売新聞京都総局（五十音順）

ルビノ京都堀川

京都府庁

交番

[主 催] KYOのあけぼのフェスティバル実行委員会・京都府・京都府男女共同参画センター らら京都
（実行委員会構成団体：17団体）海外研修KYOのあけぼの会、京都市地域女性連合会、京都商工会議所女性会、京都女性スポーツの
会、京都府更生保護女性連盟、京都府商工会議所女性会連合会、京都府商工会女性部連合会、京都府食生活改善推進員連絡協議会、
京都府女性の船｢ステップあけぼの｣、京都府生活研究グループ連絡協議会、
（福）京都府母子寡婦福祉連合会、京都府民生児童委員
協議会、京都府連合婦人会、国際ソロプチミスト京都近郊12クラブ、国際ゾンタ京都Ⅰ・Ⅱ・雅ゾンタクラブ、部落解放同盟京都府連
合会女性部、JA京都府女性組織協議会（五十音順）

ホテル

新町通

TEL.075-432-6161

堀川長者町
バス停

東堀川通

[お問い合わせ]
京都府男女共同参画課 TEL.075-414-4291／京都府男女共同参画センター らら京都 TEL.075-692-3433

下長者町通

堀川通

ホテルルビノ京都堀川（京都市上京区東堀川通下長者町下ル3-7）

烏丸通

11 2

月 日 土 9:45〜15:00（開場9:30）

開催当日の連絡先 ホテルルビノ京都堀川

こ

新町通

2019年

お

沢松 奈生子氏

京都府あけぼの賞表彰式
様々な分野での先駆的な活躍で功
績の著しい、
京都にゆかりのある女
性やグループに贈られます。

な

ホテルルビノ京都堀川の駐車場はご利用できません。
ご来場の際は、公共交通機関でお越しください。
（駐輪場あり）
●市バスご利用の場合…
[堀川下町者町バス停] 徒歩約2分

●地下鉄ご利用の場合…
[地下鉄烏丸線 丸太町駅] 2番出口 徒歩約15分
あけぼのフェスティバルの
情報をHPで更新しています。

第31回 KYOのあけぼのフェスティバル2019

どなたでも自由に参加できます！

スポーツで織りなす輝ける京都の未来

13:00 -15:00

ワークショップ

※赤い四角形■のタイトルは、
スポーツ関連のワークショップです。

男女共同参画社会の実現に向けた企画や
「スポーツ」
をテーマにした企画が楽しめます！

健康アカデミー

講師：福中 善久 [京都サンガF.C.普及部コーチ]

【時間】14:00〜15:00（受付13:45〜）【対象】概ね50歳〜70歳で運動制限のない方

かすと、
がら体を動
頭で考えな
ます。
り
が
繋
に
脳の活性化
に運動
緒
一
めざし、
生涯健康を
！
う
ょ
し
ま
をし

【服装】運動のできる服装、屋内用シューズ（運動靴）、タオル、飲み物
【特典】京都サンガF.C.オリジナルタオル＆

11月4日（月・休）ホームゲームのチケット引換券をプレゼント！

【応募】事前申込：定員20名（先着）

（10月18日（金）までに電話でお申し込みください。府男女共同参画課075-414-4291）
当日申込：ワークショップ会場にて受付、先着10名

パネル展示「世界中のスポーツ愛好家が京都にやってくるよ」〜ワールドマスターズのエントリー開始まであと3ヶ月〜

（※京都スタジアムの紹介があります。）

スキーを通じた親睦

by 京都スカイ スキークラブ

働く女性の学び〜過去・未来〜

by 海外研修KYOのあけぼの会・京都商工会議所女性会

京都府立大学宇治茶同好会の利き茶体験（自費負担有り）

by 京都府立大学宇治茶同好会

ヨーガで快適生活!!

by 公益財団法人 京都府助産師会

by 京都府スポーツ振興課

世界を輝かせる女性の活躍を描く JICA海外協力隊

by 独立行政法人国際協力機構関西センター
（JICA関西）

生きづらさを抱えた女性に地域でどのように関わるか

by 京都府更生保護女性連盟

ヘルシー＆ビューティ、
アンチエイジングをめざして

（自費負担有り）

by 社会福祉法人白百合会 リ･ブラン京都 中京 西京

私らしく出来ることから一歩ずつ 〜オリンピックへの女性参加〜

by 女性ネットワーク「門」

地域活動の取り組み（自費負担有り）

子どもの居場所づくりと各支会の活動

男女共同参画視点からの避難所設営体験
〜安心して過ごせる避難所とは？〜

つながってできること アクションを起こそう！

by 部落解放同盟京都府連合会女性部

by 社会福祉法人京都府母子寡婦福祉連合会

by 京都府輝く女性応援京都会議
（地域会議）

by KYOのあけぼのフェスティバル実行委員会

11:10 -15:00

あけぼのバザール

京都府産の新鮮野菜、
手づくり弁当やアクセサリー、
雑貨等を販売します。
購入された飲食物は休憩所等で召し上がっていただけます。

Check! 1

京都府立海洋高等学校、京都府立須知高等学校、京都府立農芸高等学校、京都府立南丹高等学校の
生徒たちが成果物の販売をします。話題の商品が並びます。

Check! 2

12:30からは、大学生によるミュージカルや朗読教室主催の紙芝居、シンガーソングライターに
よる生うた披露など、ミニライブステージを開催！

Check! 3

バザール会場内のお店で商品を購入し、スタンプを集めると、景品がもらえるスタンプラリーを実施！

無料保育ルーム

手話通訳・要約筆記

生後6ヶ月から就学前のお子さまを、開催期間中お預かりします。

ご希望に応じて手話通訳・要約筆記を実施します。

申込方法 京都府男女共同参画センター「らら京都」へお電話ください。
電話番号 らら京都

TEL.075-692-3433 FAX.075-692-3436

申込期限 10月18日（金）まで

申込方法 ハガキ又はFAXを京都府男女共同参画センター
「らら京都」へお送りください。
宛

先 らら京都

〒601-8047 京都市南区東九条下殿田町70
FAX.075-692-3436

申込期限 10月18日（金）まで

