
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

日時 

時間帯 
11 月 18 日（木） 11 月 19 日（金） 11 月 20 日（土） 11 月 21 日（日） 

午前 

9:00～10:00 
よしこ SUN 
「よしこ SUNカラダほぐ
しヨガ①」 

9:30～11:30 
マドレボニータ栃木 
「聞きたい！話したい！
妊娠出産を境に起きた身
体と心の変化」 

10:00～12:00 
パルティ 
「こどもを守る！防災講
座」 

9:00～10:00 
よしこ SUN 
「よしこ SUN カラダ
ほぐしヨガ③」 

10:30～12:00 
マドレボニータ栃木 
「産後のストレッチ+筋ト
レ+セルフケア＆対話」 

10:30～12:30 
みんなのジェンダー勉
強会 ※参加費あり 
「京大ジェンダー論講
座をみて語る会～男性
育休をテーマに」 
（参加費 500 円） 

午後 

13:30～15:00 
宇都宮大学ダイバーシテ
ィ研究環境推進本部 
「男女共同参画に関する
研究発表」 

13:00～14:30 
マザーズガーデン 
～子どもワクワク教室「あ
すなろ」～ 
「おうちから性教育をは
じめませんか？」 

14:00～14:30 
地域薬剤師スキルアップ
研究会 
「減塩レシピのポイント
を知って血圧美人になろ
う！」 

13:30～15:00 
栃木県助産師会 
「そうだ！助産師に聞
いてみよう！～妊娠・出
産・育児の悩み、疑問～」 

15:30～15:45 
おたすけ club ぴあかん 
（精神障害者当事者の会） 
「私は、〇△□。（オープ
ンミーティング）」 

15:00～15:30 
宇都宮市河内笑いヨガク
ラブ 
「『笑いヨガ』で地域の人
の免疫力アップ２」 

夜 

 20:00～21:00 

よしこ SUN 

「よしこ SUNカラダほぐ

しヨガ②」 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、フェスタは今年もオンラインで開催します。 

パルティホームページ フェスタサイトより、団体によるワークショップ（Zoomライブ配信・録画動画配信）と

パネル展示（ＰＤＦ掲載）を発信！ ぜひお気軽に、ご参加ください！ 

 

ワークショップ（ライブ配信）スケジュール（予定） 

〇オンライン参加による通信料は参加者の自己負担となります。 

〇ワークショップは、事前申し込みが必要な場合があります。また、

開催日時や内容が変更になることがございます。詳しくは、上記「サ

イト URL」から、各グループ告知サイトをご確認ください。 

フェスタ イン パルティ 

11 月18日（木）～11月21 日（日） 

サイト URL 

ワークショップ 

パネル展示 
（一部館内展示あり） 

※ 

参加費無料 

（※を除く） 

https://www.parti.jp/festa2021/festa2021.html 

11 月10日（水）～11月21 日（日） 



 

 

 

   

  

 

 

 

 

No. 分野 グループ名 テーマ 配信形式 

1 男女共同参画 
宇都宮大学ダイバーシティ研究

環境推進本部 
男女共同参画に関する研究発表 ライブ配信（Zoom） 

2 男女共同参画 みんなのジェンダー勉強会 
京大ジェンダー論講座をみて語る会～男性育休を

テーマに～ 
ライブ配信（Zoom） 

3 リコチャレ 帝京大学宇都宮キャンパス はばたけ！理系 Youth 録画動画配信 

4 子育て （一社） 栃木県助産師会 
そうだ！助産師に聞いてみよう！～妊娠・出産・

育児の悩み、疑問～ 
ライブ配信（Zoom） 

5 子育て 
マザーズガーデン～子どもワク

ワク教室「あすなろ」～ 
おうちから性教育をはじめませんか？ ライブ配信（Zoom） 

6 子育て マドレボニータ栃木 産後のストレッチ+筋トレ+セルフケア＆対話 ライブ配信（Zoom） 

7 子育て マドレボニータ栃木 
聞きたい！話したい！妊娠出産を境に起きた身体

と心の変化 
ライブ配信（Zoom） 

8 くらし 
栃木県消費生活リーダー連絡協

議会宇都宮支部 

「私は絶対だまされない！！」～事件の再現ドラ

マ～ 
録画動画配信 

9 ｶﾗﾀﾞ･ｺｺﾛ 宇都宮市河内笑いヨガクラブ 「笑いヨガ」で地域の人の免疫力アップ２ ライブ配信（Zoom） 

10 ｶﾗﾀﾞ･ｺｺﾛ 
おたすけ club ぴあかん 

(精神障害者当事者の会） 
私は、〇△□。（オープンミーティング） ライブ配信（Zoom） 

11 ｶﾗﾀﾞ･ｺｺﾛ 
おたすけ club ぴあかん 

(精神障害者当事者の会） 
うつ病友の会市民フォーラム 録画動画配信 

12 ｶﾗﾀﾞ･ｺｺﾛ 地域薬剤師スキルアップ研究会 
減塩レシピのポイントを知って血圧美人になろ

う！ 
ライブ配信（Zoom） 

13 ｶﾗﾀﾞ･ｺｺﾛ よしこＳＵＮ よしこＳＵＮ カラダほぐし ヨガ ライブ配信（Zoom）3 回 

  ※ライブ配信の日時は表面をご確認ください。録画動画の配信期間は、原則 11 月 18 日（木）～21 日（日）です。 
   
 

 

※プログラム内容が変更になることがあります。最新の情報はパルティホームページフェスタサイトでご確認ください。 

※録画動画配信とオンラインパネル展示の一部は、11 月 21 日以降もパルティのホームページ上で継続閲覧できます。 

 

 

 

No. 分野 グループ名 テーマ 

1 男女共同参画 
宇都宮大学ダイバーシティ研

究環境推進本部 
宇都宮大学における男女共同参画の取組み 

2 男女共同参画 栃木県女性団体連絡協議会 めざそう！女性の参画で切り拓く未来 館内展示もあり 

3 男女共同参画 とちぎつばさの会 
男女共同参画社会の実現をめざして ～とちぎつばさの会の 10 年のあゆみ～ 

「SDGｓ」についての勉強会の成果発表 館内展示のみ 

4 暴力防止 
認定 NPO 法人ウイメンズハウ

スとちぎ 
もしかして、DV？ 

5 子育て （一社） 栃木県助産師会 活動紹介～どんなときも、安全・安心をママと赤ちゃんに届けます 

6 子育て となりのグランマ 
活動紹介～子育て支援と生きがいづくり～学びから実践へ、そして仲間を増や

したい～ 

7 子育て マドレボニータ栃木 マドレボニータ栃木の紹介展示・産後ケアレッスン・対話ワークショップ 

8 ｶﾗﾀﾞ･ｺｺﾛ よしこＳＵＮ よしこＳＵＮギャラリー ～ココロほぐし～（作品展示） 

9 ｶﾗﾀﾞ･ｺｺﾛ 
おたすけ club ぴあかん 

(精神障害者当事者の会） 
私は、〇△□。（精神障害者当事者の会の活動紹介） 館内展示のみ 

■お問合せ・「こどもを守る！防災講座」申込先 パルティ とちぎ男女共同参画センター 

〒320-0071 宇都宮市野沢町 4-1 (公財)とちぎ男女共同参画財団 

ＴＥＬ 028-665-7706 / ＦAX 028-665-7722 / ＵＲＬ https://www.parti.jp/ （月曜・祝日休館） 

防災の知恵を学んで、こどもと生き抜くために備える講座を開催します。（パルティ主催） 

■講師：(一社)スマートサプライビジョン特別講師 かもん まゆ さん ■対象：どなたでも  

■開催方法：Zoomを使用したオンライン開催 ■受講料：無料 ■定員：40 名（先着順／要申込） 

オンラインワークショップ 11 月 18 日（木）～11 月 21 日（日） 

オンラインパネル展示（一部館内展示あり）11 月 10 日（水）～11 月 21 日（日） 

こどもを守る！防災講座 11 月 20 日（土）10：00～12：00 


