




























































































平成14年度財団主催事業イベント実施一覧
<定切実溝を除く>

●■一■ 傚�ｹYkﾂ�剪闌ｩ 弌�=b�全額 滴ﾈ��5月 塗ﾈ��7月 嶋ﾈ��9月 薄���11月 �12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��

槻ライ �,險駅�覈7���50人 店���セミナ一室 �� �� ��1.28 迭��"���� � �� ��

轍当着ネットワ-ク会社 剴#��ﾂ�4回 �(h檍ｶ8ﾅﾂ� �� ���0 �� ���� �� 

ド-ンネット検索サポート 劍ｦY?｣I�ﾂ��U��24回 �?兩�8�45I��ﾒ�毎月訂Z火lr日午q 軌禾tEl千社 ��B�ll 湯�13 ����ﾂ�l 8 ��B��"���｣��15 ��"�2 1127 

本のおL,やぺり 剪�2回 倚)YUCs�辻� ��22 �� �� ���� �� 

ビデオ上映会 剴�Y�ﾂ�13回 �?兩�8�+�8汎｢ﾒ�26 �3��28 �#b�30 �� �����4 �� 

企育展示 ～l一. 剴3)�ﾂ�3回 1 �,�6X4(4�8牝｢ﾒ�派8ﾘ7"ﾒ� ��23-3 ��a/28- �#s#R�汀#(-ﾈ,R��#�"��"ﾓ#B��031 途�28 

フアンLIT-タ-スキル兼成辞虚 剪�0恒ー ��X檍ｶ8��ﾂ� �� �� �� ��剪� 

フェミニスト.カウンセリング専門書庫 剿t田���ﾊHｸcCY�ﾂ�16回 ��X檍��甁� �� �� �#�����｢��bﾔ粕ｦﾂ��4 1′25-研究コ- ��～3/)まで 

相艶セ/ 夕一事妻 傚y�ｸ,ﾈ+ﾘ-�,ﾈ4ｨ4X6ﾘ5ｨ8ｨ984��b��60^ ������特別会iL皇 ��5月22ET～l �����～7′31まで �� �� ���� ��

サポート.グループ 剴�Y�ﾂ�7660回 �5H7ﾈ�ｸ6x8ｸ�ｸ8��儖ﾃ��3X�ﾃ�ぴ� 度�ﾃ�8-ﾈ,R� 冦�"隰ﾃ汀�"ﾒ� �� � �� 

特定期冊限定相蔽 剴b�3日何 �� �� �� �� �?ｨ�ﾃ#�-ﾈ,R� 剔�3湘1′21- ��3′25まで 7.8.9 

女性何様相談事菓担当者研繊度 剴��ﾂ��ﾂ�4回 �<�¥ｨ檍尸|｢� ��5.12.19.26 � �� �� � �� 

啓発学習 �7H487X5ｨ7�6��ｳ#���(��檠]ｸｫy┼k�齎,ﾈ覃駛2�8�487X5ｨ7�6��ｳ#(��(7ｨ6X8ｸ,ﾈ覃駛2�8�487X5ｨ7�6��ｳ#9���ｺ)8�ｸﾘ･(,ﾈ覃駛2�8�487X5ｨ7�6��ｳ#H��(7h8ﾘ6h8X�ｸ5H�ｸ,ﾈ覃駛2�8�487X5ｨ7�6��ｳ#X��)tﾉo8,ﾈ覃駛2�&ｨ�ｺHﾌX+9{ﾉu�,�ﾘ.ﾘ.嶋ｨ�,ﾈ+ﾘ-�,ﾈﾊI�ﾘ7h8ﾘ4�8�8���9j�.$���,hﾞX,���50 50 店���X���大会議室 �#�� �� �� �� ���� ��

人 5人 剔蜑�a圭 �� ��6 �� �� ���� ��

0 50人 剔蜑�c室 �� �� ��28 �� ���� ��

5人 剔蜍濳L土 �� �� �� �� ����S ��0 50人 剔蜑�c室 �� �� �� �� ���� ���

事菓 劔50^ 塗���大会議室 ��23. 澱��2�#���� �� ���� ��

のPlわる*且のための研甚1t)タフム 剪� ��X檍��甁� �� �� ���� �� � �� 

ジエンダ-の為繰Part2 剴S����ﾂ�3回 ��X檍ｶ8�� �� ��r�#B�3�������2.9.16 �� � �� 

親子河床セミナー ス*.I 剴S��S��ﾂ�2回 3Et ��X檍ｶ8�� �� �� �� �� � ��15.22 

クーtg^7防止研雀牛虎 剪�回 ��X樢�(��"� �� �� �� �� 剪� 

色ダブo 剴S���ﾂ�GB���1回 I �7ｨ�ｸ8ｲ� �� �� ��30 ��4.ll.1 �8 �� 

ttIIIキ ネット ワーク事 業 傚x8ｲﾒ�6ﾈ6(6x8�4�,ﾈ+ﾘ-�,ﾉy��(ﾜIJﾘ�ﾜ��� 嶋���大会JL土 �� �� �� �� ���#2�3��6.13.20 澱��2�$B�
女性と仕事封発事菓 ･女性起業相談荘首相鼓 ･特BfJ押 ･女性起菓蒙フェア 剴i�ﾂ�l署回 俥�Vx檍��;b�27 �#R�29 �#r�31 �#�� �� � �� 

50人 �(���スタジオ,大会 �� �� �� �#b��偵#��30 �#���#R�22 狽�

300人 �����lrフォーマンス �� �� �� ��偵#�� ���� ��

lltM 泌��,h,ﾈｺh���I�宕�,餾V曝ﾛ��� ��財EZF会3L童 �� �� ���26 ��7 ��r��3�� ��2�

文化表現 事業 傚y�ｸ�)��ｦfr��500人 500人 �����(���ホール �� ��13 �� �� ���� ��
Fl �7ｨ�ｸ8ｲ� �� �� �� �� � ��7.8 

海外女性宅tビTオ作品の蟻.加工 剪� ��書l査 �� ��J.?,=;77 ��加工 �� � ��xﾞﾂ� 

ビデオ♯虎 剴C��ﾂ�10コマ 佻9^�ｩG85逞B�B､､ﾄ�� �� �� ��13.27 ��r�1.15 � �� 

EIB交沈 丶8､�?兩�ﾖ�$ﾕz8,ﾉJﾘﾗ2�� ����� �� �� 傀���-���.��-1l �� ���� ��

事集 r->フdティ 丶8､�6ﾈ6(6x8��ｸ4韜hｼb絢Hﾜ2�)[ﾙ��/�ﾞﾈ.傚x+ﾘ+���96人 �����特別会洋室 �� �� �� 侘ﾉ�2�#�� ���9Kｲ� 價ﾘﾗ2�

パル �6�i69�ﾈ齪皦ｮ��(馼��(4�8��� �����全ヰ �� �� �� �� ���� �#��

共 催 辛 乗 女性に �&ｨ,ﾉO�eﾉ|ﾗﾕbﾘ7h8�4�,�.x-�,�&ｨ,ﾉO�eﾉ|ﾘ/�tﾈ.濫｢�吠l･H5H984ﾈ8X�ｸ7ｸ�ｸ485畑���橙�J"��20人 500人 �����小.中全講義 ホール 滴�ﾃ#rﾒ�16 �� �� �� ���� �2�#(-ﾈ,R�

竹中恵美子ゼミ労*とジエノダ-J r 剴#��ﾂ�lo因 ��X檍ｶ8�� ��r�21 ���� �"��1番 ��R�20 �17 �#��14 

モータ-講座放送の仕乱みを知って私たちの声を届けようj 映iiirアレクセイと泉｣r 剴S��ﾂ�4回 ��X檍ｽ靹8��*�� �#2�3��6.13 �� �� �� � �� 

シンホ●S,'弘[新しい時代 凾ﾌ女と槻｣ ��2回 1回 �7ｨ�ｸ8ｲ�<�$綿檠d�ﾖ2�■■--lllllllllllllllllllllllll ��15 23 �� �� �� � �� 

全回-/エルター-//ポジウム大阪2002 蕪辞明rひとりじゃないよJ原画展/神谷鼓コンサート 剪�1回 1回 ��9x｢�7�7H4��ｸ7ﾘ985�� ��30 ��偵#��"�1 �� �� � �� 

映面rタラウマラの村々にて｣上映とトーク 剴S���ﾂ�1匝ー �7ｨ�ｸ8ｲ� �� �� ��13 �� � �� 

平和を作る女たち i 剴妬�ﾂ�1回 �<�Vﾄｨ檍ｶ9;b� �� �� ��29 �� � �� 

3回男女共同夢iii改熊推進のための研昔事業 ｢美の神話｣セミナー 仇､ヽヽ 剴S���ﾂ�3��ﾂ�1回 3回 �7ｨ�ｸ8ｲ�(h樢�(靹2� �� �� �� ��7 �22.29 ��"� 

ヌエツク2相Tソノポジウムr女性債報を有責如し使っために｣ 写Jt展rマヤの人々｣ 剴����ﾂ�1回 6日 �<�'$ｨ檍ｶ8��7�7H4��ｸ7ﾘ985�� �� �� �� �� � ��2 4-9 

米国レイプ.クフイyス.セノターボス夕-展 ～'●''r 剪�5日 �7�7H4��ｸ7ﾘ985���� �� �� �� � ��ll-16 

yンホyウム 忍h,h��,h.�耳��,x.�,ﾈ���8/�荿.�+ﾘ-�,���2�'"������ﾂ�1回 �<�¥ｨ檍ｶ8�� �� �� �� �� � ��16 

｣対 �.肌I|ﾙ�靄9�ﾈﾝ靉�ﾜ�?ﾉnT､$ｩ�ｩnX��2��60人 �8���大会社主I � ���#��#��4 ��14.21.28 剪�26 迭��"����

ー46-


































