
映画 『カランコエの花』 鑑賞会
＆ワールドカフェ

LGBTQがテーマの短編映画をとおして誰もが自分

らしく生きられる社会について考えます。

日時：2/２6(日) 1３：３０～1５:３0

場所：AV多機能ホール、研修室 定員：50人

申込：カダールへ電話・FAX・メール、または直接来館

日時：2/２5(土) 13：00～15：00

場所：AV多機能ホール 定員：50人

対象:どなたでも参加できます

（未就学児は保護者同伴で参加可）

申込：カダールへ電話・FAX・メール、または直接来館

トークセッションゲスト:
BLUE PEACE AOMORI 隊長 ミハイ・フロリン・アポスト・太田 さん

一般社団法人 フェリーチェあおもり 代表理事 鈴木杏子 さん

青森県立青森南高等学校3年 安田 百花 さん

＜青森市は平成8年10月22日に全国で8番目に「男女共同参画都市」を宣言しました＞

No.13５

202３.１.１６

青森市男女共同参画プラザ「カダール」

カダール通信は、指定管理者ＮＰＯ法人あおもり男女共同参画をすすめる会が発行しています

＊「カダール」は、津軽弁で仲間になるという意味の「カダル」と、ともに語り合うという意味です。

青森市男女共同参画プラザ「カダール」
〒030-0801青森市新町1丁目3-7 アウガ5.6F URL：http://www.kadar-acor.jp/

TEL 017-776-8800 FAX 017-776-8828 メール kadar-kouza@kadar-acor.jp

休館日/毎月第２水曜日(水曜日が祝日の場合はその翌日)、年末年始（12/29～1/3） 開館時間/9：00～22：00

facebook 青森市男女共同参画プラザ「カダール」 Twitter @kadarnakama

カダール事業のお知らせ 【参加無料・要申込】 電話・FAX・メール・直接来館にてお申込みください。

Instagram aomori_kadar

1.21(土)～1.29(日)
カダール全館/駅前スクエア(１F)

カダールマルシェ
～プチ起業をめざす女性たちによるショップ～

日時：1/２３(月)・24(火) 10：００～16:０0

場所：駅前スクエア(１F) 

出店：ヒナタ珈琲、キダチＰＰバッグ工房、

Smile アロマ ～プチ数秘＆ルノルマン占い～

カダールdeシネマ 『エデンより彼方に』
無料上映会＆シネマカフェ

日時：1/２６(木) 1３：００～1５:４0

場所：AV多機能ホール、研修室

申込：カダールへ電話・FAX・メール、

または直接来館
©2002 Focus Features LLC and Vulcan Productions Inc

今年で21回目となるカダールフェスタ(市民活動企画展)。今年は４２の団体がそれぞれの個性を

活かした企画で盛り上げます！ 年に一度の活動発表と交流の場、ぜひご参加ください♪

詳細なスケジュールはプログラムや広報あおもり(1/1号)、カダールホームページをご覧ください。

ハラスメントセミナー
あなたは大丈夫？それ、ハラスメントですよ
～『パワハラ』 『セクハラ』 『マタハラ』 『ジェンハラ』など～

日時：1/２５(水) 1３：３０～1５:０0 場所：研修室

講師：沼田徹 弁護士 (青森県人権擁護委員連合会会長）

千田晶子 （カダール館長、青森県人事委員会委員）

申込：青森市人権男女共同参画課 017-734-2296

「遊んで学ぼう身近なＳＤＧｓ」
～世代をこえてみんなですごろく～

最近よく見る「ＳＤＧｓ」ってなんだろう？ すごろくを

通して楽しくふれてみませんか。（すごろくのお土産付き）

ひとりでがんばらない介護
～介護はチームで！みんなで取り組もう！～

日時：２/４(土) 1３：３０～1５:３0

場所：AV多機能ホール 定員：30人

講師:青森市中央地域包括支援センター

【前半】 事例を通して学ぶ 「介護の基本的な知識」

【後半】 「高齢者疑似体験」 「福祉用具展示＆体験」

申込：カダールへ電話・FAX・メール、または直接来館

性別も年齢も関係なく 誰もが当事者となりうる「介護」

介護する側と介護される側、それぞれの視点から介護

について学び、体験する講座です。



「東京大学で女性の教授と
准教授を新たに300人採用」

■女性の悩み相談
毎週月曜日から土曜日、祝日

9:00～18:00

■男性の悩み相談（4月より新設）
毎週土曜日 9:00～18:00

〇 専用ダイヤル：017-776－8858
＊面接相談は要予約。まずは電話でご相談

ください。（休館日を除く）

カ
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ル

電
話
相
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■性的マイノリティ
にじいろ電話相談

毎週火曜日 ９：００～21:00
(休館日を除く)

○ 専用ダイヤル：017-776-8803

※性的マイノリティ：レズビアン（女性同性愛者）、
ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュアル（両性
愛者）、トランスジェンダー（こころとからだの性が
一致していない人）の頭文字をとったLGBTなど
性的少数者のこと。

その日集まったメンバーで、「これって
私だけ？」 「こんな時どうしてる？」など
悩みや疑問について気軽に話して、耳を
傾けてみませんか？
聴くだけでもOK！

日時：２/１７(金) 1０：０0～1１：30 
場所：カダール 企画ワーク室２

定員：6人 申込不要
直接会場へお越しください。

カダールなんでも座談会

令和４年11月、東京大学は、教員などの多様性を高

めるため、令和9年度までに女性の教授と准教授

300人を新たに採用する計画を正式に発表しました。

東大の女性教授・准教授比率はおよそ16％と全国

平均と比べると大きく下回っており、特に女性教授

の比率が低い現状があります。

東大は目標を25％以上とし、「多様な視点を取り入

れる意識改革に取り組み、女性研究者のキャリアアッ

プも支援していきたい」としています。カダール映画の日2022 Vol.6

『トークバック 沈黙を破る女たち』

無料上映会

日時：3/1(水)

①10:00～12:00

②13:30～15:30

③18:00～20:00 

場所：AV多機能ホール

定員：各回150人

申込：カダールへ電話

FAX・メール、

または直接来館

舞台はサンフランシスコ。沈黙を強いられてきた女性

たちがそれぞれの人生を芝居にしていく。

どん底を生き抜いてきた女たちが描く、現実とファン

タジーの世界。

芝居を通して自分に向き合い、社会に挑戦する8人の

女たちに光をあてた、群象ドキュメンタリー。

（2013年/日本/119分）

Copyright 2013 TALK BACK. All Rights Reserved.

3月8日は、国連が定めた「国際女性デー」です。世界

各国で女性の権利やジェンダー平等、女性のエンパワ

ーメントに関するイベントやキャンペーンなど、様々な

取り組みが行われています。

イタリアでは別名「ミモザの日」と呼ばれており、男性

が身近な女性に感謝を込めてミモザの花を贈る習慣が

あります。そのためミモザは国際女性デーのシンボルと

なっています。

カダールでは

国際女性デーに寄せて

映画を上映します!

全国平均
(2021年)

東京大学
(2021年)

女性教授比率 18.2％ 9.2％

女性准教授比率 ２６.１％ 15.5％

【参考】
・NHK NEWS WEB 

「東京大学 女性の教授と准教授 約300人採用へ」
・東京大学 『東京大学の概要・資料編2022』
・内閣府 『男女共同参画白書 令和4年版』



＜青森市は平成8年10月22日に全国で8番目に「男女共同参画都市」を宣言しました＞
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青森市働く女性の家「アコール」

アコール通信は、指定管理者ＮＰＯ法人あおもり男女共同参画をすすめる会が発行しています

＊「アコール（L’accord)」とは、フランス語で「調和」や「和音」の意味です。

青森市働く女性の家「アコール」 〒030-0821青森市勝田1丁目1-2

TEL・FAX 017-723-1700 メール acor-kouza@kadar-acor.jp URL：http://www.kadar-acor.jp/

休館日/毎月第２日曜日、年末年始（12/29～1/3） 開館時間/9：00～22：00

facebook 青森市働く女性の家「アコール」 Twitter @akouruakouru

アコール事業のお知らせ 【参加無料・要申込】 電話・FAX・メール・直接来館にてお申込みください。

Instagram akouruakouru

《 サークル体験講座 》
フラワーアレンジメントサークルあおもり
「手作り仏花で仏壇を華やかに」

日時：3/11(土) 10：３０～12:00

場所：会議室

講師:小林聖子さん

(フラワーアレンジメントサークルあおもり 代表)

定員：10人(先着順)

材料代：3,000円

※ 事前にお持ちいただきます。

お申込みの際にご確認ください。

持ち物：アルコール入りティッシュ

持ち帰り用の袋 (サイズ15×15×15㎝以上)

申込：２/1(水) 正午 より申込受付開始

申込は電話のみとなります

アコール：017-723-1700

日時：3/４(土)～3/30(木)まで

※3/12(日)は休館日

出展者：くらら＆澤田サタ

時間：9：00～21：00
場所：アコール 階段、ロビー

日時：１/５(木)～1/２６(木)まで

令和5年1月10日で設立50年を迎えるアコール

の軌跡を紹介します！

長期間アコールで活動しているサークルさんから

のお祝いメッセージや広報あおもり原稿のアーカ

イブ、青森市と男女共同参画の変遷等。

アコール階段ギャラリー
パネル展 「アコール50年の歩み」

日時：２/４(土)～２/２３(木)まで

※2/12(日)は休館日

DVに関する情報を展示。曖昧なＤＶ行動につい

てアンケートで確認してみませんか。

アコール階段ギャラリー パネル展
「STOP DV ～これってDV？～」

アコール階段ギャラリー パネル展
「２０１１.３．１１
～未来に備える～あの日の記憶」

皆さまのご支援とご協力に心より感謝申し上げます。微力ながら これからも皆さまの活動を

支えていきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。



開催日 講座名 時間 場所 講師等

１/5(木)

～２6（木）

アコール階段ギャラリー

パネル展 「50年の歩み」

9:00

～

21:00

アコール

階段

ロビー

令和5年1月10日で設立50年を迎えるア

コールの軌跡を紹介。

1/21(土)

～29(日)
令和4年度 カダールフェスタ～市民活動企画展～

9:00

～

21:00

カダール

全館／駅前

スクエア

21回目のカダールフェスタ、年に一度の団

体活動発表と交流の場をお楽しみに！

1/21(土)

【カダールフェスタ オープニングイベント】

「サエラ」コンサート

～ありのまま素直に歩いていこうじゃないか～

13:30

～

15:00

カダール

ホール

青森を代表するデュオ「サエラ」のコンサー

トと津軽弁のトーク。

※定員満了につき、申込受付は終了しまし

た。

1/23(月)

～24(火)

【カダールフェスタ参加企画】

カダールマルシェ

～プチ起業をめざす女性たちによるショップ～

10:00

～

１6:00

駅前

スクエア

「プチ起業」をめざす女性たちによる魅力

あふれるショップ。2日間開催。

1/25(水)

ハラスメントセミナー

「あなたは大丈夫？ それ、ハラスメントですよ～ 『パワハラ』

『セクハラ』 『マタハラ』 『ジェンハラ』 など～」

13：30

～

15：00

カダール

研修室

講師：沼田徹 弁護士(青森県人権擁護委員

連合会会長）、千田晶子（カダール館長、青

森県人事委員会委員）

1/26(木)

【カダールフェスタ参加企画】

カダール de シネマ 「エデンより彼方に」無料上映会

＆シネマカフェ

13：00

～

15：40

カダール

ホール

研修室

共催：NPO法人あおもり男女共同参画をす

すめる会 シネマ部会

2/４(土)～

２/２３（木）

アコール階段ギャラリー

パネル展 「STOP DV ～これってDV？～」

9:00

～

21:00

アコール

階段

ロビー

DVに関する情報と曖昧なＤＶ行動につい

てアンケートで確認

※2/12(日)は休館日

2/4(土)
ひとりでがんばらない介護

～介護はチームで！みんなで取り組もう！～

13:30

～

15:30

カダール

ホール

介護に関する講座です。高齢者疑似体験や

福祉用具展示＆体験もあり。

講師：青森市中央地域包括支援センター

2/16（木） カダールフェスタ　反省会

13:30

～

15:30

カダール

研修室

カダールフェスタに参加した団体・グルー

プ同士で交流＆ふりかえりの場。

２/１7(金） カダールなんでも座談会

10:00

～

１１:30

カダール

企画ワーク

室２

話したいことや悩みなど、気軽にお話でき

る座談会です。予約不要、直接会場へ。聴く

だけでもOK！

２/２５(土）
「遊んで学ぼう身近なSDGｓ」

～世代をこえて みんなですごろく～

13:00

～

１5:0０

カダール

ホール

最近よく見る「SDGｓ」ってなんだろう？

ゲームや体験を通して楽しく気軽にふれて

みませんか！(すごろくのお土産付き)トー

クセッションもあります。

２/２6(日） 映画 『カランコエの花』 鑑賞会＆ワールドカフェ

13:３0

～

１5:３０

カダール

ホール、

研修室

LGBTQがテーマの短編映画をとおして誰

もが自分らしく生きられる社会について考

えます。

3/1(水）
カダール映画の日2022　Vol.6

『トークバック 沈黙を破る女たち』 無料上映会

①10:00

②13:30

③18:00

カダール

ホール

国際女性デー(3月8日)に寄せて上映。

一日3回上映。お好きな時間にどうぞ。

１１９分の作品です。

３/４(土)～

３/３０（木）

アコール階段ギャラリー　パネル展

「2011.３．１１　～未来に備える～ あの日の記憶」

9:00

～

21:00

アコール

階段

ロビー

出展者：くらら＆澤田サタ

※３/12(日)は休館日

３/５(日)
【追加公演】　「サエラ」コンサート

～ありのまま素直に歩いていこうじゃないか～

13:30

～

15:00

カダール

ホール

青森を代表するデュオ「サエラ」のコンサー

トと津軽弁のトーク。

※定員満了につき、申込受付は終了しまし

た。

上記内容は予定のため、今後の社会情勢によっては中止や変更させていただく場合もあります。
広報あおもりやホームページなどで必ずご確認ください。

カダール☎776－8800　FAX776－8828　　　アコール☎FAXとも　723－1700　　　ホームページ　http://www.kadar-acor.jp/

カダール・アコール事業予定一覧

1/16現在
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