
●ウィルトーク 

 

 

【平成１９年度】 

ウィルトーク 

平成１４年４月１日に施行された「愛知県男女共同参画
推進条例」において、１０月が男女共同参画月間と定め
られたことを記念して、映画の上映とトークを実施し男
女共同参画社会づくりに向けて広く気運の醸成を図る。 

対 象：一般 
定 員：８００人 
参加者：４８３人（応募者５２５人）
主 催：愛知県 
運 営：（財）あいち男女共同参画
財団・ウィルあいち交流ネット 

日時 テーマ 講師 

１０／２０（土） 
１３：００～１６：３０ 

・「はがき１枚からの男女共同参画」 
作品募集優秀作品表彰 

・映画上映「筆子・その愛－天使のピアノ－」 
（２００５年日本映画） 

・トークセッション 山田火砂子（「筆子・その愛－天 
使のピアノ－」監督）、渡辺梓（女優、藤間サト役） 

山田火砂子(映画監督) 
渡辺梓(女優) 

 

 

【平成１８年度】 

ウィルトーク 

平成１４年４月１日に施行された「愛知県男女共同参画
推進条例」において、１０月が男女共同参画月間と定め
られたことを記念して、映画の上映とトークを実施し男
女共同参画社会づくりに向けて広く気運の醸成を図る。 

対 象：一般 
定 員：８００人 
参加者：５３８人（応募者６８２人）
主 催：愛知県 
運 営：（財）あいち男女共同参画
財団・ウィルあいち交流ネット 

日時 テーマ 講師 

１０／２２（日） 
１３：００～１６：３０ 

・「はがき１枚からの男女共同参画」 
作品募集優秀作品表彰 

・映画上映「かもめ食堂」（２００５年日本映画） 
・トークセッション 荻上直子（「かもめ食堂」監督） 

荻上直子(映画監督) 

 

 

【平成１７年度】 

男女共同参画月間記
念イベント 

平成１４年４月１日に施行された「愛知県男女共同参画
推進条例」において、１０月が男女共同参画月間と定め
られたことを記念して、ウィルあいち交流ネットと共催
で講演を実施。 

対 象：一般 
参加者：２７６人 
受講料：１人５００円 

日時 テーマ 講師 

１０／３０（日） 
１３：３０～１５：３０ 

女と社会はどう変わった！～均等法から２０年～ 
赤松良子(国際女性の地位協会会
長、ＷＩＮＷＩＮ代表) 

 

 

【平成１６年度】 

男女共同参画月間記
念イベント 

平成１４年４月１日に施行された「愛知県男女共同参
画推進条例」において、１０月が男女共同参画月間と
定められたことを記念して、ウィルあいち交流ネット
と共催で基調講演とトーク、グループ討議を実施。 

対 象：一般 
参加者：２６人 
受講料：５００円 

日時 テーマ 講師 

集まろう！語ろう！ｉｎウィルあいち   

基調講演～男ときどき女（モード）、 
教師の私と親である私～ 

宮崎留美子(トランスジェンダー、高
校教師・父親・夫ときどき女モード)

１０／３０（土） 
１３：３０～１６：００ 

トーク 
藤本哲史(南山大学助教授) 
田村哲樹(名古屋大学大学院助教授) 

 

 



【平成１４年度】 

男女共同参画月間記
念イベント 

平成１４年４月１日に施行された「愛知県男女共同参
画推進条例」において、１０月が男女共同参画月間と
定められたことを記念して、ウィルあいち交流ネット
と共催で基調講演とパネルディスカッション、グルー
プ討議を実施。 

対 象：一般 
参加者：８５人 
受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

豊かに生きる女（ひと）・男（ひと） 
－暮らしの中に男女共同参画を－ 

  

基調講演 
近藤薫(愛知県県民生活部社会活動推
進課男女共同参画室長) 

１０／１２（土） 
１３：３０～１５：３０ 

パネルディスカッション 

コーディネーター 
日置雅子(愛知県立大学教授) 

パネリスト 
岡西よし子(ア･コール) 
久保重明(メディアの会かたつむり)
森田登喜子(ウィル２０００) 

 

【平成１３年度】 

ウィルトーク 
全国的に活躍する講師を招き、対談を通して女性に
エールを送る。 

対 象：一般 
定 員：８００人 
参加者：６８２人（応募７７７人） 
入場料：無料 

日時 テーマ 講師 

式典・ミニコンサート 
打楽器アンサンブル 
「GROOVY PERCUSSION」 １１／１７（土） 

１３：３０～１５：３０ 
トーク「ストレスを吹き飛ばして楽しく生きる－ま
じめに頑張りすぎていませんか」 

海原純子(海原メンタルクリニック所長)
木村晋介(弁護士) 

 

【平成１２年度】 

ウィルトーク 全国的に活躍する女性講師を招いて、女性にエールを送る。

対 象：一般 
定 員：８００人 
参加者：６７１人（応募７６４人）
入場料：無料 

日時 テーマ 講師 

式典・ミニコンサート 
テノール：井原義則 
ソプラノ：千葉妙子 
ピアノ：岡戸弘美 １１／１８（土） 

１３：００～１５：１５ 
トーク「これからは"地球人"－男女共同参画先進国の女(ひ
と)と男(ひと)」 

野中ともよ(ジャーナリスト) 

 

【平成１１年度】 

メイントーク 
全国的に活躍する女性講師を招いて、女性にエールを送
る。 

対 象：一般 
定 員：８００人 
参加者：７７１人（応募９９３人）
入場料：無料 

日時 テーマ 講師 

記念式典   １１／２０（土） 
１３：００～１４：４５ 

トーク「人と出会う楽しさ」 吉行和子(俳優) 

 

 

 

 

 

 



 

男女共生ブックトーク 

文芸・評論等多彩な分野の執筆者が、自らの著作に
関連して女性の生き方、男性の生き方について参加
者に問いかけながら語り、様々な人生のあり方を考
え、生きる力を身につける。 

対 象：一般 
定 員：各回１００人 
参加者：２１２人（応募２８９人） 
受講料：１人５００円 

日時 テーマ 講師 

１ 
７／１７（土） 
１３：３０～１５：３０ 

「『啼く鳥の』に見る女性と男性の間柄」 
大庭みな子(作家)・大庭利雄夫妻 
参加者：１１０人（応募１６１人） 

２ 
１１／２７（土） 
１３：３０～１５：３０ 

「『川の話をしながら』－自然界から見る男女共生
とは」 

森下郁子(社団法人淡水生物研究所長)
参加者：１０２人（応募１２８人） 

 

【平成１０年度】 

メイントーク 
全国的に活躍する女性講師を招いて、女性にエールを送
る。 

対 象：一般 
定 員：８００人 
参加者：６５０人（応募８５２人）
入場料：無料 

日時 テーマ 講師 

記念式典・ミニコンサート 
ヴァイオリン：寺井尚子 
ピアノ：野力奏一 １１／２１（土） 

１３：００～１５：３０ 
トーク「幸せの見つけ方」 池田理代子(劇画家・作家) 

 

男女共生ブックトーク 

文芸・評論等多彩な分野の執筆者が、自らの著作に関
連して女性の生き方、男性の生き方について参加者に
問いかけながら語り、様々な人生のあり方を考え、生
きる力を身につける。 

対 象：一般 
定 員：各回１００人 
参加者：３４７人（応募６７１人）
受講料：１人５００円 

日時 テーマ 講師 

１ 
６／２０（日） 
１３：３０～１５：３０ 

「女と男 ことばと意識」 
遠藤織枝(文教大学文学部教授) 
冨田和音(ＣＢＣアナウンサー) 
参加者：１４５人（応募２０９人）

２ 
１１／１４（日） 
１３：００～１４：３０ 

「高村薫の世界－『レディ・ジョーカー』に描かれた
男性像－」 

高村薫(作家) 
参加者：２０２人（応募４６２人）

 

【平成９年度】 

メイントーク 
全国的に活躍する女性講師を招いて、女性にエールを
送る講演会を開催。 

対 象：一般 
定 員：８００人 
参加者：８６３人（応募１，３３８人）
入場料：無料 

日時 テーマ 講師 

交流式典・ジャズコンサート 
ピアノ：山本剛 
ベース：鈴木良雄 １／１５（土） 

１３：００～１５：３０ 
トーク「私にとっての幸福」 佐藤愛子(作家) 

 

男女共生ブックトーク 

文芸・評論等多彩な分野の執筆者が、自らの著作に関
連して女性の生き方、男性の生き方について参加者に
問いかけながら語り、様々な人生のあり方を考え、生
きる力を身につける。 

対 象：一般 
定 員：各回１００人 
参加者：２９５人（応募６５５人）
受講料：１人５００円 

日時 テーマ 講師 

１ 
８／２４（日） 
１３：００～１５：００ 

「女と男 生きるということ 
－『見えない橋』から見えるもの－」 

澤田ふじ子(作家) 
火野治生(美術史家) 
参加者：１１８人（応募２５４人）

２ 
１１／１６（日） 
１３：００～１５：００ 

「不屈の気魄を持つ生き方 
－『蔵』の主人公烈を通して－」 

宮尾登美子(作家) 
参加者：１７７人（応募４０１人）

 

【平成８年度】 

男女共生ブックトーク 文芸・評論等多彩な分野の執筆者が、自らの著作に関連 対象：一般 



して女性の生き方、男性の生き方について参加者に問い
かけながら語り、様々な人生のあり方を考え、生きる力
を身につける 

定員：各回１００人 
参加者：１８４人（応募２４４人）
受講料：１人５００円 

日時 テーマ 講師 

１／１２（日） 
１３：００～１４：３０ 

「人生脚本を書くのも主人公も私でいよう。」 
結城真子(作家) 
参加者：８１人（応募１０７人） 

１／１２（日） 
１５：００～１６：３０ 

「情報社会の楽しみ方」 
大橋照枝(麗澤大学教授) 
参加者：１０３人（応募１３７人）

 


