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年頭のご挨拶
川崎市男女共同参画センター  館長 　 中村 立子

新年明けましておめでとうございます。

昨年は皆様方のあたたかいご支援・ご協力を賜り、センター

職員一同、心から感謝申し上げます。

さて、当センターは指定管理者制度の導入により、共同企

業体である TEPCOパブリックサービスが昨年4月より運

営することになりました。この間、皆様方にご意見を頂きな

がら市民サービスの向上に努めてまいりました。今までの事

業を継承しながらも、男女共同参画の視点に立った新たなセ

ミナーの企画やインターンシップ事業にも取り組み、新生す

くらむ21の第一歩を踏み出すことができました。

今年は、川崎市の男女平等を推進する拠点施設として、新

たに若い世代と熟年世代間の交流環境づくり、女性が活躍す

る領域の拡大に向けた事業に挑戦していきたいと考えており

ます。皆様のなお一層のご理解とご支援・ご協力を賜ります

よう、お願い申し上げます。最後になりましたが、皆様方の

ご健康とご健勝をご祈念申し上げまして新年のご挨拶とさせ

ていただきます。

第3回 アメリカンフットボール ワールドカップ2007  川崎大会
2007.7.7 7.15　等々力陸上競技場、川崎球場 ～川崎で世界一が決まる～
問い合わせ　川崎市総合企画局都市経営部　TEL 044-200-2347 ホームページ  http://wc2007.info/

アクセスご案内
044−813−0808（代表TEL）
川崎市男女共同参画センター（すくらむ21）／〒２１３-０００１　川崎市高津区溝口2-20-1
FAX：044-813-0864　　URL：http://www.scrum21.or.jp
【交通】JR南武線「武蔵溝ノ口駅」、東急田園都市線「溝の口駅」下車・徒歩10分

次号
予告

女性のキャリア支援の全貌をご紹介。また、人気の市民講座2006の報告レポートと、
次年度のご案内を掲載予定です。

http://www.scrum21.or.jp お知
らせ 2007年1月　リニューアル！ 

★ホームページがもっと身近になります★

2007年1月 2月
13日（土）･････････････････
20日（土）、21日（日）･････
27日（土）･････････････････

【主催事業】「女性起業家無料相談」
【市民講師事業】第10弾「演劇ワークショップ　昔話『三枚のお札』を演じてみよう！」
【主催事業】「ひとり親家庭のお母さんなど、自立を目指す女性のための『就労応援フェア』」
★適職探し、面接レッスン、保育・養育相談、メイクアップ講座など12種類のメニューから選んで参加できます。

※ 【お問合せ先】044-813-0808　まで
※ 詳細は講座のチラシ、各月のインフォメーション、ホームページなどをご覧ください。
※ なお、止むを得ない事情で、実施日の変更・中止の場合もございます。

今後のスケジュール

1月

2月 3日（土）･･･････････････････
4日（日）･･･････････････････
18日（日）･････････････････

24日（土）･････････････････

【市民講師事業】第11弾　「幸せの作り方　～ワークライフバランスの視点から～」
【市民講師事業】第12弾　「イベント・サークル活動のPR・集客／実務講座」
【すくらむ21主催事業】　「すくらむ21　ホールイベント　わくわく発表会」　
★演奏、合唱、演劇、パフォーマンス、踊り、ダンスなど…　5プログラムを現在、募集中。

【主催事業】「女性起業家フォーラム」

044−811−8600（ハロー・ウィメンズ110番）
悩みを抱えている女性への面接相談、暴力相談
第1・第3木曜日● 10：00～12：00
第 2 木 曜 日● 10：00～14：00

 面接相談（面接予約受付）

女性弁護士による法律相談
第1・第3木曜日● 13：00～15：00

※年末年始はお休み
※聴覚に障がいのある方など、電話でご相談できない場合には、面接
相談をお受けしております。電話でお申し込みができない場合には、
FAX（044-813-5872）をご利用ください。

女性総合相談 相談は無料です

性暴力、こころ、からだ、性差別、子育て、仕事……いろいろな
悩みを、女性の立場に立って、女性の相談員がお伺いします。
相談の秘密はお守りいたしますので、お気軽にお電話ください。

044−811−8600（ハロー・ウィメンズ110番）
月・水・木● 10：00～15：00

金 ● 13：00～18：00
火・土・日・祝日● 12：00～17：00

 電話相談



2 WINTER  2007 3

の自殺者は 50歳代の男性が多く、経

済的な期待を一身に背負いながら生活す

ることが男性の生き方を窮屈にしていま

す。男女共同参画の推進に積極的な人も

否定的な人も生物学的違いについての認

識は、共通しています。「ジェンダーに

敏感な視点」を持ち続けることにより、

バイアスが見えてくるわけです。男女共

同参画社会に否定的な人たちがどんな主

張をしているかといえば、社会的な役割

が違うということです。男女特性論と言

われるものが、それです。日本は固定的

な役割分担を支持している男性が4割。

女性も 3割。性別役割分担が定着した

高度経済成長期の成功譚から、いまだに

抜けられないでいるのではないかと感じ

ます。

3、なぜ、ジェンダーは誤解を受けるのか

男女の区別をなくして人間の中性化を

目指すこと、家族やひな祭り等の伝統文

化を否定することは男女共同参画社会の

目指すところではありません。生物学的

に男女は違うから、社会的な役割も違う

という解釈が起きたりしてジェンダーが

誤解され、男女共同参画に否定的な見方

も広がりました。

4、経済合理性を失う性別役割分担

性別役割分担は、高度経済成長期には

大変都合のよいやり方で、企業によって

は妻子を養う給与を支払ってもらってい

たのです。しかし経済成長が停滞してく

ると、収入は仕事に対する成果分だけと

なり、男性の収入だけでは家計が苦しく

なってきました。夫婦共働き時代が到来

した今、男女共に仕事にも家庭生活にも

参画できる環境をつくることが必要とな

り、従来型の男女関係の見直しが迫られ

ています。

5、少子化の克服と男女共同参画

その動きを汲むように、厚生労働省は

少子化対策を保育所充実型から職場環境

整備型へシフトさせています。出生力が

低下している原因を追究すると、女性の

家事・育児負担の重さや教育費の負担、

ワーク・ライフ・バランス※2 の問題、

子育ての機会費用の増大が挙げられま

す。2006 年の発表された「新しい少

子化対策について」は、「働き方の改革」

として若者の就労支援、パートの均衡処

遇、女性の再就職支援、入札時の企業努

力の反映、仕事と家庭の両立などを挙げ

ています。

6、ワーク・ライフ・バランスの創造

「次世代育成のための民間運動～ワー

ク・ライフ・バランス推進会議」では、

11月 23日の勤労感謝の日をワーク・

ライフ・バランスの日と命名し、勤労だ

けに感謝するのではなく、家庭生活との

両立についても考えましょうと提案して

います。「早く帰宅する」「休む」ことへ

の社内の理解、取引先などの社外の理解

も広げながら、柔軟性のある仕事の形を

創造し、生活と仕事の両立が果たしてい

けるように企業も経営戦略として、取り

組みを進めることが必要です。

7、女性へのチャレンジ支援

誤解なきように申し上げますとチャレ

ンジ支援といいましても、それぞれの人

たちの生き方を尊重するということが大

前提です。内閣府の推進するチャレンジ

支援の施策は大きく3つの方向性で考

えられています。1つ目は、政策・方針

決定過程への参画「上へのチャレンジ」。

就業率でいうと女性は4割であるにも

関わらず女性の管理職比率は1割にも

満たない。そこで2020年までに「指

導的立場」の女性を3割にするという

目標を掲げ、企業における社内の意識改

革、メンター制度※3 の採用など職場の

風土改革へと具体的な対応が求められて

います。2つ目は、女性が少数だった分

野へ活躍の場を広げる「横へのチャレン

ジ」、3つ目は、主婦の再就職を応援す

る「再チャレンジ」です。再就職希望者

は260万人とも言われています。

一つ強調したいと思っているのは、

もう少し男性も家事参画をということ

です。先進諸国の中での労働時間を比較

すると仕事と家事時間を含めた総労働時

間では、フルタイムで働く日本の女性が

一番働いていることになります。一方、

日本の男性の生活時間の特徴は、他の先

進諸国に比べて仕事時間と睡眠時間が長

く、家事時間が少ないといういびつな形

になっています。長時間労働体質から脱

皮し、先進国の中でも多分最低に近いラ

ンクであろう、男性の30分前後の家事

時間を、もう少し増やして家事に協力的

になりましょう。

8、いま、大きな価値観の転換期

最近よく言われるようになったダイ

バーシティ（多様性）という考え方の

根底には、男女共同参画の理念が踏まえ

られています。企業経営者のトップが自

らダイバーシティを活かす経営改革に着

手する企業が増えてきています。また、

CSR（企業の社会的責任）の一環とし

て、日本の企業が世界に誇れる「環境

に配慮したものづくり」については、約

20,000 事業所が ISO※ 4 の認証を取

得していますが、今後、注目されていく

のは ISOのガイドライン、特に人権や

女性の管理職登用など仕事と家庭の両立

を企業の社会的な責任として、正面から

向き合うことが望まれています。今後は、

ビジネスにも直結していくだろうといわ

れています。マーケットがグローバルに

なってきたときには、こういった面での

女性の人権の配慮、男女共同参画が重視

されていくでしょう。今後は、ジェンダー

平等、実質的な平等社会が必要であろう

と思います。男女共同参画社会の形成は

人権という観点からはもちろんですが、

経済の変化、少子高齢化から考えても大

変重要だと思います。

1、男女共同参画社会とは

男女共同参画という言葉はやっと定着

してきましたが、男性には必ずしも人気

があるわけではなく、また人気のない理

由は男性に対して様々な要求をつきつけ

ているからかもしれません。男女共同参

画社会とは、1999年施行の男女共同

参画社会基本法にありますように「男女

が互いに人権を尊重しつつ、責任も分か

ち合い、性別にかかわりなく、その個性

と能力を十分に発揮することができる社

会」のことです。

2、キーワードは「gender」

日本語で「性」という言葉は 2種類

の意味を持ちます。一つは sex（生物

学的性別）、もう一つは、gender（社

会学的性別）といい、育ち方・育てられ

方により社会的な記号として認識し、受

け入れられているものです。ジェンダー

の中には、生き方にバイアス※1 がかか

る「悪玉ジェンダー」（私の造語です）

というものがあります。これは、固定的

役割分担（「男は仕事、女は家庭」とい

う決め付け）、偏見（「女性は家計補助的

な仕事がいい」「管理職に不向き」など

の決め付け）など個々の生き方を制約し、

窮屈にしているものです。一人ひとりど

ういうように生きたいかという夢がある

と思うのですが、女性だから、男性だか

らということでその夢が途絶えないよう

にしたいと私は考えています。男性につ

いてのジェンダーバイアスの代表的なも

のは、「男は稼ぐ人」でしょう。日本人

かわさき男女共同参画ネットワーク主催

記念講演　『女性もチャレンジ・男性もチャレンジ』
鹿嶋　敬 氏（実践女子大学教授）

か わさき男女共同参画ネットワーク（すくらむネット

21）は、民間団体等が地域社会の一員として、ネット

ワークの活用を通じ、「身の回りから」「手の届く範囲から」男

女共同参画を推進することで、社会全体への取組の裾野がひろ

がり、「男女平等のまち・かわさき」の実現に寄与することを

目的として設立しました。現在、川崎市内の42の民間団体等

が相互に協力、連携しながら意見や情報の交換を行う場として

参加しています。（2005年 11月設立）

かわさき男女共同参画

ネットワーク 始動！ －すくらむネット21－

NEWSクリップ

「男女平等のまち・かわさき」のビジョン
川崎市では、2001 年に制定した「男女平等かわさき条例」（川崎市条

例第 14 号）に基づき、男女がともに人権を尊重され、社会のあらゆる
分野に参画し、その個性と能力を十分に発揮でき、快適で豊かに生きる
ことができる男女共同参画社会としての「男女平等のまち・かわさき」
の実現をめざしています。

自立
性別役割分担意識に
よらず、自分の意志を
主体的に選択できる
まち

快適
一人ひとりの生き方が
尊重され、快適に暮
らすことができるまち

平等
誰もが性別による差
別を受けないまち「平
等」に参画すること
のできるまち

実現を支える3つのキーワード

すくらむネット21

NPO

メディア関係

ボランティア

医療機関

労働組合

PTA

学校

民生・児童委員

人権オンブズ
パーソン

事業者団体

人権擁護団体 自治会・町内会

市民活動団体市民

男女共同参画センター

市

主
な
活
動

① 情報の提供・意見交換
② 講座・研修会などの実施
③ 活動の発表と顕彰

※1  バイアスとは、「偏り、矛盾点」のこと。
※2　ワーク・ライフ・バランスとは仕事だけに偏らず個人の生

活の充実をはかる生き方、仕事と生活の調和のこと。
※3  メンターとは、指示や命令によらず対話による気づきと助

言によるアドバイスをする良き相談相手、指導者のこと。
※4  ISOとは、国際標準化機構（International Organization 

for Standardization）のこと。

千葉大学を卒業後、日本経
済新聞社に入社。 30余年
にわたって女性労働問題、
女性問題などを取材。
編集局生活家庭部長、文
化部長、編集局次長、編
集委員、論説委員等を経て
2005年3月退社。

（現在）
・実践女子大学人間社会学部教授
・内閣府男女共同参画会議議員
・次世代のための民間運動～ワーク・ライフ・バラ
ンス推進会議代表幹事

鹿嶋　敬 氏 
プロフィール

日時：2006年11月11日（土）“すくらむ21まつり内”9：50～11：00
場所：すくらむ21ホール

団体名

1 川崎商工会議所 22 川崎市聾養護学校長会

2 （社）川崎市商店街連合会 23 （学）専修大学

3 川崎工業振興倶楽部 24 日本映画学校

4 川崎市工業団体連合会 25 ボ－イスカウト川崎地区協議会

5 セレサ川崎農業協同組合 26 ガールスカウト川崎市連絡会

6 国際ソロプチミスト川崎 27 川崎市子ども会連盟

7 国際ソロプチミスト川崎－百合 28 川崎海洋少年団

8 （社）川崎市医師会 29 （財）川崎市体育協会

9 （社）川崎市病院協会 30 川崎市レクリエーション連盟

10 （社）川崎市歯科医師会 31 川崎地域連合

11 （社）川崎市獣医師会 32 川崎市全町内会連合会

12 （社）川崎市薬剤師会 33 川崎市 PTA連絡協議会

13 （社）川崎市看護協会 34 （福）川崎市社会福祉協議会

14 川崎市柔道整復師会 35 川崎人権擁護委員協議会

15 川崎市鍼灸マッサージ師会 36 川崎市民生委員児童委員協議会

16 川崎市理容協議会 37 川崎市地域女性連絡協議会

17 川崎市美容連絡協議会 38 ( 財 ) 川崎市身体障害者協会

18 （社）川崎市幼稚園協会 39 ( 財 ) 川崎市母子寡婦福祉協議会

19 川崎市立小学校長会 40 ( 財 ) 川崎市生涯学習財団

20 川崎市立中学校長会 41 ( 財 ) かわさき市民活動センター

21 川崎市立高等学校長会 42 川崎市総合文化団体連絡会

「すくらむネット21」　参加団体（42団体）

事務局／川崎市市民局人権・男女共同参画室（2006年11月現在）
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コスモス
作品がとてもきれいと皆様にお褒めの
言葉をいただきました。皆さんがそれ
ぞれ好きな作品を楽しく作りますの
で、一度参加してみませんか。

絵手紙の集い
身近なものでハガキに貼って喜んでい
ただきたいです。お祭りという初めて
の展示会に誘われてうれしかったで
す。

籐工芸トパーズ
ラタンを使って自然の素材の暖かみ
のある作品を手作りすることでその技
術をボランティア活動に活かしていま
す。入会者募集しています。

高津パッチワークサークル
パッチワーク作品を多数展示いたしま
した。

レイナニ・フラグループ
今回は、展示のみの参加でしたが、フ
ラダンスは奥深く、幅広い年齢で楽し
めます。いろんな出会いと魅力あふれ
るフラダンスの歌やそれにあわせた
動き、リズムにのって体で表現して楽
しみましょう。ぜひ、ご興味のある方
は体験入学募集しています。

自分を知る・地域を知る・
あなたはどうしますか？

女性防災かわさき
展示により、感想を直接いただ
きながら、コミュニケーション
がとれ、啓発させていただきま
した。ありがとうございました。
各区のマップの配布は好評で感
謝されました。

DVは女性に対する最大の
人権侵害です。DV・セクハ
ラについて理解を深めよう

NPO法人 グループ・ビボ
バザーに初チャレンジいたし
ました。DV・セクハラチェッ
クシートの配布や展示説明を通
し、シェルター活動への理解を
深めていただけたと思います。

もしかしてDV・・・？
NPO法人 花みずき

展示により身近な人にDVはい
ませんかと問いかけ、質問、相
談などを受けました。
わかり難い場所ながらも大勢の
人が女性と子どもへのエールの
メッセージをモチーフに記入
し、タペストリーに貼り付けま
した。

『子どもの遊びを考えよう！～親子映画会～』
NPO法人ままとんきっず

ドキュメンタリービデオの上映で、親子
で見ていただけるかどうか不安もあり
ましたが、おも
ちゃで遊びなが
ら、ゆっくりみて
いただけました。

『弁護士に聴く』「パートタイマーと均等法」
ぷらすⅠ

かたいテーマで心配しましたが、多くの
方にご参加いただきました。文字通り、
老若男女、様々な立場の参加者が共に労
働について考えました。中野先生の笑顔
のお話から、法律を生活に引き寄せて考
える発想の転換のきっかけをたくさん
いただきました。

「写真入りカレンダー＆シール
を作ろう」

PCさろんウィア
デジカメ写真入りシールカレンダー
作成。参加者のみなさんとパソコンで
プリクラ用シールあるいは来年のカ
レンダーを作成しました。

「パソコンでデジカメ合成写真を
楽しもう！」

トライアングル
参加者の方には、デジカメで撮影し
た写真と背景画像との合成写真の作
成を楽しんでいただけたようです。

フィリピン料理の体験と交流ワー
クショップ
カラカサン～移住女性のためのエンパワメン
トセンター～
カラカサンとはタガログ語で「ちから
（パワー）」という意味です。今回のワー
クショップでは、移住女性のみならず、
参加者相互からパワーをもらうことが
できました。ビーフン・春巻きを一緒に
つくりました。

講座「燻製づくりと試食」
中原正城氏

あいにくの雨だったので、ホール前に
設置していただき、参加者のみなさんと
無事4回の講座を終えることができま
した。以前の講習会に参加された方もい
て、旧交が暖められました。仲間の輪が
広がればうれしいです。

お祭り参加者数 1,650人

【事務棟企画のご紹介】

【展 示】

私が変わるワークショップ
日本女性技術者フォーラム

自分の人生をリードしていくプランづ
くりを行いました。意見交換で盛りあ
がったり楽しい話し合いになりました。
“5年、10年後の自分について考える機
会ができてよかった”“とても有意義な
会だった”“また参加したい”との声をい
ただいています。全員参加型の会です。
次回は是非、あなたもご参加ください。

ハッピーコミュニケーション
ウーマンズ・アイ

参加者全員いろいろなことが共有でき、
とても楽しい時間が過ごせました。

「子育て支援」と言うけれど
川崎の男女共同社会をすすめる会

若い参加者を迎え入れて子育ての率直
な要望を聞けてよかったです。

親子でスキンタッチ
東京スキンタッチ会

手軽にできる健康法として喜んでいた
だけたようです。参加者のみなさんと共
に楽しい時間をすごしました。川崎でス

キンタッチ教室を定期的にしてほ
しいなど喜びのメッセージをたく
さんいただきました。

大規模災害!!女性・地域が置かれ
る状況と役割発揮

川崎市地域女性連絡協議会
地域における防災というテーマで
したが、防災に限らず福祉、環境、
教育など多岐にわたったお話が飛
び出しました。女 性 だけでなく、
男性や若い学生も加わって、アッ

トホームな雰囲気の学習会となりました。地域でのつながりを活かした取
り組みの必要性を考えるいい機会になったとの感想をいただきました。

キャリアについて考えよう！自己発
見ワーク＆個別キャリアカウンセリ
ング

キャリアレボリューション研究会
みなさん楽しくワークに参加され「自分
を再認識できてよかった」とキャリアの
気づきがあったようです。

【公募展示】

すくらむ21まつり

徹底特集！！ 
～集まろう、つながろう、それが力になる～

日　時：2006年11月11日（土）　9：30～17：00

主　催：川崎市男女共同参画センター

実　施：TEPCOパブリックサービス（センター指定管理者）

後　援：高津区全町内会連合会
喫茶ほっと

精神障害者地区作業所喫茶ほっと
みんなで集い、支えあいながら豊かな生
活を目指している場「喫茶ほっと」では、
当日はコーヒー・焼き菓子などを販売。
自慢の焼き菓子でくつろぐお客様でにぎ
わいました。

【くつろぎコーナー】

パソコン体験講座

男女共同参画に関わる市民団体・グループにいろんな講座やイベントを企画実施していただきました。
その時の様子（写真）を実施団体のメッセージと共に振り返ります。

お茶席
宗好会（高津区文化協会）

■ 保育スタッフの声

講座参加の方のお子さんをお預かりしました。お天気が悪かったわり
には、お祭りに活気もあり、たくさんの方に参加していただけて、よ
かったと思います。

保育を利用させて頂き、とっても助かった。また来年
も楽しみ！

■ 参加者の声

・毎年楽しみにしている。18年度から運営主体が変わったようだが、
とてもイキイキしているお祭りになりすばらしい！
・素晴らしいイベントだったが、どんな催し物がでるかよく知らなかっ
た。多くの人に来ていただけるよう宣伝方法を考えたらよいと思った。
・地元でのコミュニティの発見につながって素晴らしい場だと思う。

■ すくらむ21スタッフの声

2年連続で参加された方が実施団体の方へ花束を贈呈される光景が
みられました。また、集まった参加団体同士でも交流したいとのご
意見もいただきました。集まったみなさんの元気な姿や楽しそうな
笑顔、そして「また参加したい！」との声をいただくと継続すること
の大切さを私たちスタッフも感じることができました。

【参加者の声】
・こんなに勇気と幸せな気持ちをいた
だけるとは・・・。本当に感謝です。
松本恵子さん、プレイバックシアター
の皆さんとまたお会いしたいです。

【参加者の声】
・企画に参加するのは、3度目ですが、
楽しかったです。今後も期待しており
ます。勉強になりました。
・男も女も子どもも元気になる講座を
続けてください。

【参加者の声】
・自分を再確認できた！

【参加者の声】
・展示作品が素敵だったので、興味が
わいた。
・事務棟は展示や企画が盛りだくさ
んで楽しめた！

ご感想・ご意見

【利用者の声】

市民グループによる展示男女共同企画関連グループによる展示



「おまつり広場」

「ホールイベント」

「展示・物販」

　　   国際ソロプチミスト川崎

「エプロンなど作品販売・
　キャンディーレイ」

　国際ソロプチミスト川崎-百合
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野川親子太鼓　大地

レジェーロサキソフォンアンサンブル
【参加団体からのメッセージ】

ホールイベント最後の催しとして楽しい気分で
お祭りをしめくくれるよう、メンバー一同張り
切って演奏しました。リズムにのって体がゆれ
ている姿もちらほら見られ、主演者である私た
ちも楽しいひと時を過ごすことができました！

桜井純恵＆樺山潤一郎
【参加団体からのメッセージ】

大きな声で歌ったり、手拍子した
り…会場のみなさまもコンサート
に参加してくださり、ありがとうご
ざいました。やっぱり地元は温かい
なぁ！

すくらむ21まつり徹底特集！！ 

公募で選ばれた6つの参加団体

「ホールイベントの様子を
　　写真とともにふりかえって」

おまつり広場＆ホールイベントのご紹介

～司会者より～

「応募」は退職後の好奇心から、「事前調

整」は不安で一杯、「本番当日」は腹を

据え、「結果」は意外や上々の出来、こ

れが僕の「総合司会役初経験」でした。

Ladies & Gentlemen、沢山のご支援どうも有難う！！

　　　　　高津区在住シルバー青年　山田 武彦

音の教室カリヨン

劇団みるき～うぇい
【参加団体からのメッセージ】

たくさんの皆様とミュージカルを通
してふれあうことができ、とっても
楽しかったです！ありがとうござい
ました。客席の人たちと歌ったり、
踊ったり、ドキドキしたり、悲しんだり・・・。一人ひとりの心が一
つになれたように思えます。そしてこのお祭りを成功させるお手伝
いが少しでも出来てうれしかったです。また是非参加したいです。

Ｔ・エクスカリバー
【参加団体からのメッセージ】

何よりお客様が喜んでくださった事、これが私の
喜びです。メンバー16名と共に広いステージで暴
れまくりました！本場ラスベガスに負けない位の
熱いエネルギー、感じていただけましたか？

飲食販売以外の団体のみなさんには、雨のため、4F情報提供室にて団体の展示・体験・物販などを行っていただきました。

当日は、10名のボランティアスタッフのみなさんにご協力いただきました。みなさん、ありがとうございました！

【参加団体からのメッセージ】

すくらむ21のスタッフの皆様の一生懸命さがとても伝わってきてやる
気をたくさんいただきました。子どもたち40名も大きな舞台に緊張し
ていましたが、いい経験をさせていただけたと思います。また是非参加
させてください！

【参加者の声】
力強い和太鼓演奏に感動
しました。

【参加者の声】
・子供が楽しめる企画をたくさんつくって下さい。
・ミルキーウェイの劇とてもよかったです。
・子供が真剣に見ていました。

【参加者の声】
天気が悪くて残
念だったが、と
ても楽しめた。
ミュージカル・
ダンスソング
ショー来年も見
に来たいので、
ぜひ毎年続けて
いってほしい。

【参加者の声】
・プログラム全体とてもよかったです。
・司会者と出演者のトーク、とてもおもしろかったです。
・みなさんお疲れ様でした。来年も楽しみにしています。

【参加団体からのメッセージ】

初めてすくらむ21まつりに参加させていただきました
が、とても楽しく参加することができました。舞台での
演奏だったので、子どもたちは始めは少し緊張もありま
したが、楽しく演奏できたと思います。

「焼きそば・カレー」

　　   フリースペース たまりば

焼きそば、カレーは完売でした。

「展示・物販」

　　   高津区文化協会

文化協会ならではのグッズ・アクセサリー
などが販売されました。

手作り作品などが展示・販売されました。
様々な人が訪れ、和やかな雰囲気でした！

チーム

※表紙掲載の写真はこちらの団体の発表の様子になります。

「すくらむ焼き」

　　   すくらむ21インターンシップ学生 

すくらむ21のオリジナルスィーツを開発して、販売！
夏休みのインターンシップ中に企画してから2ヶ月。大学を超えてOB・
OG会として集まり、メニュー・内装など試行錯誤しながら、この日を迎
えられて本当によかったです。あいにくの天気にもかかわらず、多くの方
に買って頂きました。

「ちびっこ集まれ！（展示とクラフト）」

　　    ガールスカウト川崎市連絡会

就学前の子どもを対象としたテンダーフットデイも行いま
した。雨だったのが残念ですが、約50人程の子どもたち
がクラフト作りに参加しました。どんぐりのトトロ、ペット
ボトルのキャップでカラカラ鈴など、日常身の回りにある
品を使っての遊び道具づくりです。子どもと共に母親も喜
んでくれました。


