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2021年 10月 28日 

 

関係者各位 

 

港区立男女平等参画センター 

センター長 堀井 利江 

 

第 42回 男女平等参画フェスタ inリーブラ 2022 

開催のご案内および参加の募集について 

 

男女平等参画社会実現のための活動を行っている皆さまにおかれましては、益々ご活躍のこ

とと思います。 

「第 42回 男女平等参画フェスタ inリーブラ2022」について、下記のとおりご案内いたしま

す。 

2020年にリーブラは 40周年を迎え、フェスタとしては今回で 42回目にあたります。 

参加を希望される方は、参加申込書に必要事項をご記入のうえ、申込締切期日 2021 年 12 月

6 日（月）午後 5 時〔郵送は当日必着〕までにリーブラ事務局へご提出ください。男女平等参画社

会の一層の推進のために、皆さまの積極的なご応募をお待ちしております。 
 
記 

 
1．催事名   第 42回 男女平等参画フェスタ inリーブラ 2022 

2.主 催    男女平等参画フェスタ inリーブラ 2022実行委員会 

          （港区立男女平等参画センターリーブラ利用者と港区が協働で企画運営します。） 

3．テーマ   “私”がひらく 現在・未来 

4．開 催 日  2022年 6月 25日（土）、26日（日）〔2日間〕 

5．開催場所  港区立男女平等参画センター (リーブラ) 

6．開催目的 

(1)  港区における男女平等参画意識の啓発と促進を図ること 

(2)  団体活動を広く周知し、リーブラの認知度を上げ、新たな利用者や男女平等参画に関する 

理解者を増やすこと 

(3)  男女平等推進団体、男女平等学習団体、およびリーブラ利用団体・個人の交流・連携・相互

理解を促進すること 

(4)  男女平等推進団体、男女平等学習団体、およびリーブラ利用団体・個人の活動支援 

（5）  男女平等参画推進を図る、区民（団体・個人）の発掘および活動支援 

7．応募対象者 リーブラ登録団体・個人 

（リーブラ登録団体・個人とは、男女平等推進団体、男女平等学習団体、 

リーブラ利用団体・個人をさします。以下：リーブラ登録団体・個人と表記します。） 

  

8．開催内容 

（1） リーブラ登録団体・個人の活動成果の発表 
 

（2）   講演会 

■ 開催日時   2022年 6月 26日（日）午後 1時 30分～3時（予定） 

■ 登壇者     里中 満智子 さん（漫画家） 

■ 会場       リーブラホール  
 

（3）  リーブラ主催講座 

    ※例年は広く講座企画を募集し、選定された団体が講座を開催しておりましたが、今回は 

      「第 41回男女平等参画フェスタ 2021」と開催時期が近いためリーブラ主催で講座を 

      実施します。 

 

9．運営体制 

フェスタに参加する、リーブラ登録団体・個人は、①展示部会、②ステージ部会、③料理部会の 3

部会のうち希望する部会に所属することになり、実行委員会は 3部会代表者各 2名、および実

行委員に応募いただいた有志によって構成されます。 

 

（1） 活動発表部門・・・①展示部会 ②ステージ部会 ③料理部会 
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（2） 実行委員・・・・・  3部会から 2名ずつ委員を選出し、実行委員会を結成。 

（3） 必須 運営スタッフ・・・開催当日の来場者受付・案内等。 

※各参加者（団体・個人）から必ず 1名以上の方に活動していただきます。 

 

10．参加募集内容     

募集内容は以下のとおりです。 

リーブラ登録団体・個人は、複数の部会に応募することが可能です。 

 

＜共通要件・留意事項＞ 

※ リーブラ登録団体・個人は、原則、募集時点で過去 1 年間に、リーブラでの活動実績があるこ

とが条件です。 

※ 必須 参加団体・個人から 1 名以上の運営スタッフを選出いただき、当日の会場案内等の運

営に関わっていただきます。 

※ 男女平等推進団体は、本催事に参加しない場合でも、実行委員または運営スタッフを必ず選

出していただき、当日の運営に参加していただきます。 

※ 営利目的、宗教の布教、政治的主張を伴うなど、センターの設置目的や本事業の趣旨に沿わな

いもの、公序良俗を乱すもの、暴力団等との関わりがあるものは実施できません。 

11．経費 

参加にかかる費用は、参加団体・個人の負担になります。天災等やむを得ない理由で開催が

中止になった場合も同様です。 

 

12．提出書類と申込方法 

 応募対象者 参加要件等 

（1）活動発表部門 

①展示部会  

②ステージ部会 

③料理部会 

 

●リーブラ登録団体・個人 

 

●原則応募をもって参加 

※申込多数の場合は抽選 

（2021年 12月末までに決定） 

（2）実行委員 ●（1）に参加する団体・個人 

●（1）に参加しない男女平等推進団体 

●区内在住・在勤・在学者 

●原則応募をもって参加 

（3）運営スタッフ ●（1）に参加する団体・個人 

●（1）に参加しない男女平等推進団体 

●区内在住・在勤・在学者 

●原則応募をもって参加 

●活動日時は調整のうえ決定 

※活動時間：1人 2時間程度 

部門種別 必要書類 申込方法（いずれか） 

（1）活動発表部門 

①展示部会  

②ステージ部会 

③料理部会 

●参加申込書 

※11 月 1 日（月）から窓口にて配布、リーブラホ

ームページからもダウンロードできます。 

① 受付窓口持参 

② 郵送 

③ FAX 

FAX 03-3456‐1254 

FAX の場合は送信後に

お電話にて送信完了の

確認をリーブラ事務室に

入れてください。 

℡ 03-3456-4149 

（2）実行委員 

（3）運営スタッフ 

※（1）に参加しない

場合 

●実行委員応募用紙 または 運営スタッフ 

応募用紙 

※11 月 1 日（月）から窓口にて配布、リーブラホ

ームページからもダウンロードできます。 

 

① 受付窓口持参 

② 郵送 

③ FAX 

FAX 03-3456-1254 

FAX の場合は送信後に

お電話にて送信完了の

確認をリーブラ事務室に

入れてください。 
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13．申込締切日 2021年 12月 6日（月）午後 5時（郵送：締切日必着） 

 

14．参加決定後のスケジュールについて 

（1） 全体会および第 1回部会の開催について 

※ 団体・個人問わず、必ず 1名以上の方の出席をお願いします。 

■開催日時：2022年 1月 22日（土）午前 10時 ～ 正午 

■開催場所：港区立男女平等参画センター 1階・リーブラホール 

■内   容： ①全体会（顔合わせ、スケジュールの説明） 

②第 1回部会（各部会の実行委員を 2名選出） 

 

（2） 実行委員会及び実行委員について 

・ 「男女平等参画フェスタ inリーブラ 2022実行委員会」は企画・運営を行います。 

・ 実行委員会は、7月上旬までに 4回程度開催の予定です。 

・ 実行委員は 3部会代表者各 2名、および実行委員に応募いただいた有志によって構

成されます。 

  

（3）運営スタッフについて 

・ 当日の来場者受付や会場内のご案内等に携わっていただきます。 

※ ご希望の時間帯で 2時間程度。 

担当スケジュール案等は、5 月初旬頃に、参加申込書に記載の連絡先に連絡する予

定です。 

 

(4)開催までのおおまかなスケジュール 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

15．個人情報について 

   ご記入いただいた個人情報は、本事業の運営以外の目的には使用しません。無断で第三者に 

提供することはございません。 

 

16. お問い合わせ・申込書提出先 

港区立男女平等参画センター （リーブラ）  

 〒105-0023 港区芝浦 1-16-1 みなとパーク芝浦 2階 

TEL：03-3456-4149  

FAX：03-3456-1254（活動発表部門・実行委員・運営スタッフに FAXで申し込む場合） 

ホームページ：https://www.minatolibra.jp/ 

※ご不明な点は、上記事務局までお問い合わせください。 

℡ 03-3456-4149 

2021 年 
12/6（月） 
午後 5 時 

必着 
 

●参加申込 

締切 

活動発表部門 
2022 年 

1/22（土） 
午前 10 時 
 ～正午 

 

●全体会 

●第１回部会 

 

6/18 (土) 
●リハーサル 

ステージ部会 
6/25（土） 
6/26（日） 

 
●フェスタ 

当日 

2～7 月 
●実行委員会 （開催後の振り返り会を含む） 

●各部会の開催 （開催日時は部会毎に決定）  

6/24 (金) 
●開催準備 


