
世界遺産登録に尽力された岡田 康博所長をお招
きして、縄文のくらしの魅力を聞き、今を生きる
私たちの「ゆたかさ」とは何かを考えてみる講座
です！

＜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

青森市は平成8年10月22日に「男女共同参画都市」を宣言し、平成30年4月1日には「男女共同参画推
進条例」を施行しました。毎年10月は男女共同参画推進月間として、さまざまな事業を展開しています。
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【同時開催】青森市男女共同参画推進表彰 表彰式

日時：10/８(土) 1４:３0～１６：００(開場14:00)

場所：カダール AV多機能ホール

定員：150人(申込順) 申込：9/5(月) 午前９時から受付開始

カダール映画の日2022 特別編

「ぼけますから、よろしくお願いします。」
無料上映会＆監督トーク

認知症の母と耳の遠い父と離れて
暮らす信友監督が両親の記録を撮
ったドキュメンタリー映画です。
上映会後に信友監督によるトーク
も開催します。

「フェミニズムがひらいた道」
～弱者が弱者のままで尊重される社会を求めて～

日時：11/12(土) 13：3０～15:０0
場所：カダールAV多機能ホール
定員：１５０人(申込順) 
講師：上野 千鶴子さん
（東京大学名誉教授・社会学博士）

申込：10/15(土)から受付開始

青森市男女共同参画推進月間記念イベント

「ryuchell(りゅうちぇる) トークショー」

日時：10/22(土) 13：３０～15:30
場所：カダール 研修室
定員：４０人
講師：岡田 康博さん
（三内丸山遺跡センター 所長）

申込：９/15(木)から受付開始

日時：10/2３(日)13：００～1６:０0
場所：カダール AV多機能ホール
ゲスト：信友 直子さん（ドキュメンタリー監督）

定員：150人 受付： ９/15(木)から受付開始

三内丸山遺跡センター岡田所長に聞く

「魅力ゆたかな縄文のくらし」
～自分らしく生きるヒントを発掘しよう！～

すべての人が「自分自身」を生きていける 愛あふれる社会をめざし

ryuchell(りゅうちぇる)さんが語ります！

フェミニズムの歴史と、これからの時代
を生きるあなたへのメッセージ。

MC：
JONAGOLDさん
(ジョナゴールド)

カラフルリボンイベント
アウェアネスリボンに込められた意味を知ろう

色によって様々な意味をもつ「アウェアネスリボン」。
カラフルリボンラリーやワークショップなどを通し
て、 リボンの色に込められた意味を楽しく学べる
イベントです！参加無料(一部材料費あり)

【同日開催講座】 １１：００～１２：００
「みんなで学ぼう！からだ＆こころ＆月経」

日時：1１/2６(土) 10：００～1６:０0
場所：カダール全館
詳細は次号発表！

信友 直子 監督



ジェンダーギャップ指数とは、世界経済フォーラム(WEF)

による、各国における男女格差を示す指標の一つです。

４つの分野における日本の評価は、

１４6国中 政治139位 ･ 経済121位 ・ 健康63位

・ 教育1位（21カ国が同率）となっています。

日本は特に政治と経済分野で大きく後れをとっており、

政治分野では、国会議員(衆院議員)と閣僚(大臣)の女性

割合の低さ、女性首相が誕生していないことが低評価に

つながりました。

またWEFは、新型コロナウイルス感染拡大の影響で就業

・雇用面で、世界的に女性が大きな影響と受けたとして、

ジェンダー平等の達成が「1世代分遅れた」と指摘。

「ジェンダー平等の実現には132年かかる」として、各国

へ更なる取り組みを求めています。

(参考：朝日新聞ＳＤＧｓＡＣＴＩＯＮ! https://www.asahi.com/sdgs/)

「日本のジェンダーギャップ指数は
146国中116位 主要先進国の中では最下位」

■女性の悩み相談
【とき】 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）
【とき】 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）
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■性的マイノリティ
にじいろ電話相談

【とき】 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。

カダールがオープンした平成13年1月26日を

記念して毎年開催しているカダールフェスタ。

今年度も令和5年1月21日(土)から２９日(日)

までの9日間を予定しています。

カダールフェスタは、カダールの登録団体はも

ちろん市内で活動している団体も参加できます。

9月8日(木)に参加説明会を開催予定です。説

明会終了後でも、参加してみたいという方はお気

軽にお問合せください。

応募用紙については、カダールカウンターへ直

接お声がけいただくか、ホームページからのダウ

ンロード、メール添付でデータをお送りすることも

可能です。【すべて９/８以降の対応となります】

締切は10月15日(土)です。皆さまの個性あふ

れる企画をお待ちしています！ご不明な点はお問

合せください。

カダールフェスタ応募用紙はコチラから
①カダールHPからダウンロード

(QRコードからどうぞ)
②メールでデータ希望と送信

（kadar-kouza@kadar-acor.jp）

③「カダール」カウンター

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？

日時：１０/２１(金) 1０：０0～1１：30 
(偶数月 第３金曜日に開催予定)

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。

【今後の予定】
4回目 12/16 (金)

5回目 2/17 (金)

カダールなんでも座談会

令和4年度
カダールフェスタ～市民活動企画展～

参加団体募集中！（10/15締切）

介護用品メーカー「フットマーク」が学校の水泳授業向

けに開発した、男女同じデザインの「ジェンダーレス水着」

が注目を集めています。水着はゆったりしたシルエットで

上着のような長袖とハーフパンツで、 既存の水着より身

体のラインがわかりにくくなっています。

男女共通の形はスクール水着業界では初とされ、トラン

スジェンダー(生まれた時の性別と自認する性が異なる方)

への配慮のほか、 「体形や肌を見せたくない」といった悩

みやアトピー、傷痕、体毛などさまざまな悩みにも応える

スクール水着となっています。

今年度は東京都、兵庫県の３つの中学校が

導入し、約100校から「採用を検討したい」

などの声がメーカーに寄せられています。

これまで性別にとらわれない制服や体操服

などが開発されてきましたが、自分らしさを

損なわない新たな選択肢のひとつとして、

「ジェンダーレス水着」は大きな一歩となっています。

(参考：東京新聞 https://www.tokyo-np.co.jp/)

「ゆったりしたシルエット
新たな選択肢のひとつ 『ジェンダーレス水着』」

男女共同参画トピックス



＜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 電話・FAX・メール・直接来館にてお申込みください。

時間：9：00～21：00 場所：アコール 階段

アコール階段ギャラリー今後の予定

きてきて！みてみて！ふれてみて

アコールフェスタ2022
～アコールは50周年～

９/17(土)・１８(日)
10:00～１５：００

Instagram akouruakouru

リサイクルショップ
「大人気コーナー！
ステキな一品に出会えるかも」

野菜販売
「朝採れ新鮮！
おいし～い野菜」

健康相談コーナー
協力：青森市中央地域

包括支援センター

チャリティー販売
「レモンケーキやくしだんごなど
17日のみパン、クッキー、ゴミ袋
の販売があります！」

共催講座
「親子簡単クッキング」
共催：青森市食生活改善推進員会

※申込受付は終了しました

サークル展示＆販売
「活動の成果を

ぜひ観にきてね！」

アコール50周年の
記念すべき

アコールフェスタです！
3年ぶりとなる開催、
感染対策を徹底して
ステキな企画とともに
お待ちしています

講師デビュー応援講座

「一家に1つ！オーガニック
ハーブで作るMYスプレー」

おいらせ町CONSEファームさんのオーガニックローズ
マリーを材料に、安心な除菌スプレーを作ります！

日時：10/2(日) 1０：0０～１２:０0
場所：アコール 会議室
定員：10人 ※申込多数の場合は抽選
講師：澤野 真希さん
(AEAJ｟日本アロマ環境協会｠アロマテラピーインストラクター)

材料代：８00円
持ち物：エプロン、筆記用具
※ 申込については、アコールまでお問合せください。

９/１(木)～２９（木）まで （休館日:9/11(日)）

油彩・水彩「二瓶倫尚回顧展」

11/2(水)～２７（日）まで （休館日:11/13(日)）
オリジナル・バッグの会 展示会

「裂織・こぎん・アイディア小物」

1０/2(日)～３０（日）まで （休館日：10/9(日)）
写真パネル展 ほか

「戦争はいけません。絶対にダメです」
澤田教一が伝えたかった事。澤田サタが伝えぬく事。



開催日 講座名 時間 場所 講師等

9/1(木)～

９/2９（木）

アコール階段ギャラリー

油彩・水彩「二瓶倫尚 回顧展」

9:00

～

21:00

アコール

階段

油彩・水彩の作品展

※９/１１(日)は休館日

9/1７（土) アコールフェスタ 1日目

9/18（日) アコールフェスタ 2日目

9/19（月・祝)

9/2３（金・祝)

あなたらしく輝くためのビューティートレーニング

～ヨガ解剖学＆分子栄養学の視点から～+ヨガレッスン

13:30

～

15:30

カダール

ホール

講師：成田 眞望さん

（YOGA　STUDIO　oNeself主宰）

９/２３(金・祝）

講師デビュー応援講座

「お茶会が楽しくなるトゥグン トゥグン韓国語講座」

※「トゥグントゥグン」は日本語で「ドキドキ」の意味

10:00

～

12:00

アコール

会議室

講師：横山 真理子さん

（元大韓航空スタッフ）

資料代：500円
※ 申込については、アコールまでお問合せください。

１０/２(日)～

１０/３０（日）

アコール階段ギャラリー

「戦争はいけません。絶対にダメです」

澤田教一が伝えたかった事。澤田サタが伝えぬく事。

9:00

～

21:00

アコール

階段

写真パネル展

※10/９(日)は休館日

１０/２(日）
講師デビュー応援講座

「一家に1つ！オーガニックハーブで作るMYスプレー」

10:00

～

12:00

アコール

会議室

講師：澤野 真希さん(AEAJ｟日本アロマ環

境協会｠アロマテラピーインストラクター）

材料費：８00円
※ 申込については、アコールまでお問合せください。

10/８（土）

青森市男女共同参画推進月間記念イベント

「ryuchell(りゅうちぇる) トークショー」

【同時開催】青森市男女共同参画推進表彰 表彰式

1４:３0

～

1６:00

カダール

ホール

ゲスト：ryuchell(りゅうちぇる)さん

MC：ジョナゴールドさん

※ご好評につき参加受付は終了しました。

10/２１(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。

10/22（土）

三内丸山遺跡センター岡田所長に聞く

「魅力ゆたかな縄文のくらし

 ～自分らしく生きるヒントを発掘しよう！～」

13:30

～

15:30

カダール

研修室

講師：岡田 康博さん

(三内丸山遺跡センター所長)

1０/23(日）

カダール映画の日2022　特別編

「ぼけますから、よろしくお願いします。」

　　　　　　　　　       無料上映会＆監督トーク

13:00

～

16:00

カダール

ホール

ゲスト：信友 直子さん

(ドキュメンタリー監督)

１１/２(水)～

１１/２７（日）

アコール階段ギャラリー

オリジナル・バッグの会　展示会

「裂織・こぎん・アイディア小物」

9:00

～

21:00

アコール

階段

裂織・こぎんのバッグとアイディア小物を展

示

※１１/1３(日)は休館日

1１/12(土）
「フェミニズムがひらいた道」

～弱者が弱者のままで尊重される社会を求めて～

13:30

～

15:00

カダール

ホール

講師：上野 千鶴子さん

(東京大学 名誉教授・社会学博士)

11/2６(土）
カラフルリボンイベント

～アウェアネスリボンに込められた意味を知ろう～

10:０0

～

1６:00

カダール

全館

色によってさまざまな意味をもつ

アウェネスリボンについて楽しみながら学

べるイベントです。

11/2６(土） みんなで学ぼう！からだ＆こころ＆月経

11:00

～

12:00

カダール

研修室
詳細は通信11月号にて発表

12/１（木） (仮)メンタルヘルスに関する講座

13:30

～

15:30

カダール

研修室
詳細は通信11月号にて発表

12/9（金） カダールフェスタ　直前説明会
13:30

開始予定

カダール

研修室
詳細は通信11月号にて発表

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/

・共催講座「親子簡単クッキング教室」

・サークル作品の展示・販売

・リサイクルショップ

・チャリティ販売

・健康相談コーナー　　など

アコール

１０：００

～

１５：００

カダール・アコール事業予定一覧
9/12現在


