
後援：大山街道活性化推進協議会、高津区全町内会連合会、協同組合 高津工友会、一般社団法人 川崎中原工場協会、下野毛工業協同組合、一般社団法人　川崎北工業会、川崎市商工業協同組合、協同組合　川崎中小企業労務協会、川崎市生活文化会館
協賛：協同組合 高津工友会、一般社団法人 川崎中原工場協会、下野毛工業協同組合、国際ソロプチミスト川崎
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栄橋

川崎市男女共同
参画センター
（すくらむ21）

至中央林間

至渋谷

ルート①
フライドチキン店と
マッサージ店の間を
道なりに直進

ルート②
栄橋交差点角の居酒
屋の脇の細い道を
直進

フライド
チキン店

●JR南武線『武蔵溝ノ口駅』北口より徒歩10分　
●東急田園都市線・大井町線「溝の口駅』東口より徒歩10分

男女平等
かわさきフォーラム
２/６（土）　15:00~16:00
場所：すくらむ 21ホール

「コロナ禍だからこそ考えるワーク・ライ
フ・バランスの実現」をテーマに家田佳
代子（いえだかよこ）さんを講師に迎え、
お話しをいただきます。本年度は、講演
に加え録画配信を視聴いただけます。

【主催・お申込み・お問合わせ】
川崎市、かわさき男女共同参画ネットワーク

TEL :  044-200-2300

場所：川崎市男女共同参画センター（すくらむ 21）

すくらむ 21 は開館 20 周年を迎えました。
性別にかかわらず、みんなが力を発揮して暮らせるかわさきに。
これまでも、これからも。

令和 3 年

日時：2/6 ㊏　10：30～13：00
会場：屋外の駐車場スペース

・サッカーアトラクション
・東北支援　食品や雑貨のミニバザー
・おしゃれな小物と家庭雑貨
・焼きたてパンの販売
・ケークサレと手工芸品の販売
・野菜の販売
・お弁当・お総菜の販売
・手作り品の販売
・リボンとアクセサリーの販売
・手作りお菓子の販売
・アクセサリー、キャンドル、ハーバリウム、アロマ雑貨販売
・ハンドメイド品の販売

出店内容 出店団体

問合せ先・アクセス
　〒213-0001 　川崎市高津区溝口2丁目20番1号
　TEL: 044-813-0808　　FAX: 044-813-0864

川崎フロンターレ後援会
国際ソロプチミスト川崎
国際ソロプチミスト川崎 -百合
KFJ はなみずき
トゥーリズ
横山農園
コロココデリ
ハンドメイド パレット
リボンハウス Alice's Mama
Pomme
一般社団法人アロマ理科室
すてっぷ

ソーシャルディスタンス マスク着用 検　温 消　毒

安心して楽しんでいただけるよう感染症予防対策の取り組みをしております。
来館前に、検温して平熱であることを確認した上でご来場ください。体調が優れない方はご来館を控
えてください。マスクの着用、咳エチケットの実施をお願いします。手洗い、手指の消毒にご協力く
ださい。保健所等の公的機関へご来館者情報を提供する場合がございます。予めご了承ください。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

テイクアウト

販売のみ

場内での

飲食は

できません。



企画展示テーマ

※新型コロナウイルス感染症対策を講じて、着席可能な座席を用意します。
　申込者全員に当日の入場券を別途、送付いたします。

今年度のホールイベントにつきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮し、20周年記
念イベント（完全事前予約制）を除き、関係者のみの観覧とさせていただきます。お知らせ

申込み方法：事前予約
１月 6日水  9:00 ~ 
ホームページ専用フォームより予約ください。

申込み方法：事前予約
１月 6日水  9:00 ~ 

場所：川崎市男女共同参画センター（すくらむ 21）
　　　１階　ホール （場所は裏面地図を参照）

 令和３
（2021）年 13:45～14:40 ( 終了予定 )

対象：200 名（どなたでも）　全席自由　
費用：無料　　　保育：なし　※お子さんもご一緒にどうぞ。

13:35 開場
13:45 開館 20 周年記念動画の上映
 【生演奏】ミュージカル「ブレーメンの音楽隊」
 　　　　　出演：劇団みるき～うぇい　
14:40 閉会

川崎市男女共同参画センター（すくらむ 21）では、1999 年 9 月に開館以来、今日まで
地域に根ざした男女共同参画を推進する拠点施設として、さまざまな分野で活動する市
民、団体、市民活動グループとともにセンター事業に取り組んできました。性別にかか
わらず、みんなが力を発揮して暮らせるかわさきに。これまでも、これからも。

イベントプログラム

令和 3 年

2/1 ㊊～ 6㊏　10：00～17：00

すくらむ21開館 20周年記念ウィーク

すくらむ 21の
              20 年をふりかえる

すくらむ21主催展示：

講座の参加者、展示来場者には、
ミニプレゼントあります♬

※ウィーク中開催講座のお申込みは、1人につき 2枠まで可能です。

寒い今こそはじめよう！
　　　　　　家でもできるストレッチ
2/1 ㊊　13：30 ～ 15：00
団体名　特定非営利活動法人高津総合型スポーツクラブ SELF

定員 15 名。90 分×1回。対象：テーマに関心のある女性。
保育：あり。

子どもとの過ごし方やおもちゃ選びのヒント
2/2 ㊋　10：00 ～ 11：30
団体名　たかつ子育てサークル「バンブーキッズ」

定員 8組。90 分×1回。対象：0歳～乳幼児の親子。

姿勢講座～自分の姿勢は自分で守る～
2/3 ㊌　①13：00 ～ 13：50 ②14：10 ～ 15：00
団体名　KCS センター　元住吉

定員：10名 /1 回。形式：50分×2回（総入れ替え）。
対象：テーマに関心のある方　保育：あり。

親子で楽しむおはなしの世界
2/4 ㊍　①13：00 ～ 14：00 ②14：20 ～ 15：20
団体名　特定非営利活動法人 グローイン・グランマ

定員：親子 8組 /1 回。60 分×2回（総入れ替え）。
対象：保護者と 0歳児のお子さん（1歳半頃まで参加可。）

心身イキイキ！ミュージック・ケア
2/6 ㊏　①10：30 ～ 11：10 ②11：30 ～ 12：10
団体名　育ちあい支援りんぴっぴ

定員：親子 8組 /1 回。40 分×2回（総入れ替え）。
対象：0歳～乳幼児の親子

親子でプログラミング
　①タブレットで絵を描いて動く水族館を作ろう！
　②パソコンでスクラッチ体験
                                 ～ねずみとねこの追いかけっこゲーム～

2/6 ㊏　①10：30 ～ 11：00 ②11：20 ～ 12：20
団体名　MandM Kids Programing

定員 6名 /1 回。①30 分　②60 分（総入れ替え）。
対象：①4歳～小学 6年生　②小学 1年生～ 6年生

すくらむ 21 とは

はがきサイズのカレンダーを作ろう！
2/2 ㊋　①13：30 ～ 14：20 ②14：40 ～ 15：30
団体名　パソコンサポートまうすなび

定員：6組 /1 回。形式：50分×2回（総入れ替え）。
対象：テーマに関心のある方　保育：あり。

参加団体
＊川崎の男女共同社会をすすめる会
＊カラカサン～ 移住女性のためのエンパワメントセンター ～
＊女性の視点でつくるかわさき防災プロジェクト（通称：JKB）
＊ダブルケアかわさき
＊NPO法人ウィメンズハウス・花みずき
＊NPO法人SoELa
＊東日本大震災で避難している女性のためのほっとサロン

※展示をご覧になる方は
   １階窓口まで。

講 座


