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e・らぼ
〒682-0865　倉吉市越中町 1583－1　NPO法人こども未来ネットワーク内
F A X　0858-27-0271
E-mail 　info@empowerment-labo.org

共催／ e・らぼ 、鳥取県男女共同参画センター
協力／鳥取県性暴力被害者支援協議会　後援／鳥取県教育委員会、倉吉市教育委員会、一般社団法人鳥取県助産師会

お申込先
申込フォーム、メー
ル、郵送、FAXのい
ずれかで、申込先ま
でご連絡ください。

とき　令和４年３月５日　　　１３：００～１５：３０（１２：３０開場）

講師：性教育ユーチューバー　シオリーヌさん
　　　（大貫詩織さん：助産師・思春期保健相談士）

ところ 倉吉未来中心小ホール（鳥取県倉吉市駄経寺町 212－5）

土

サンドアートパフォーマー 田村祐子さん

聞いてみよう
「性」のこと
聞いてみよう
「性」のこと

❶ 講演会

❷トークセッション

❸ サンドアート動画上映

❹ 性にかかわる相談先の紹介

「性のこと
シオリーヌに聞いちゃおう」

シオリーヌさん＆ママ・パパ・若者

申込フォーム

定員150 名／要事前申込：申込締め切り2/18（金）
手話通訳あり　  託児あり（予約制・先着５名 (1 歳半～未就学児 ) ）



e・らぼ
子どもへの暴力、ハラスメント、性被害、DVなどあらゆる暴力をなくし安心・安
全に暮らすことのできる社会を目ざし、研修、講演会などを行っている団体。

鳥取県男女共同参画センター「よりん彩」
男女共同参画社会をつくるために、普及啓発・情報提供・相談・
活動支援を行う県の拠点施設。

e・らぼ
〒682-0865　倉吉市越中町 1583－1　NPO 法人こども未来ネットワーク内
F A X　０８５８－２７－０２７１　E-mail :info@empowerment-labo.org

お申込先
申込フォーム、メール、郵送、FAX のい
ずれかで、申込先までご連絡ください。

令和４年３月５日（土）１３：００～１５：３０
倉吉未来中心小ホール聞いてみよう「性」のこと

聞いてみよう「性」のこと 参加申込書

新型コロナウイルス感染症対策へのお願い・注意事項
発熱等、体調に不調が生じた場合、参加自粛をお願いします。また、マスクの着用をお願いします。
新型コロナウイルス感染状況や講師の体調によっては、オンラインで開催させていただく場合があります。変更の場合は
e・らぼ・よりん彩・鳥取県性暴力被害者支援協議会の各ホームページでお知らせしますので必ずご確認ください。

講師プロフィール

シオリーヌ( 大貫 詩織 )
助産師／性教育 YouTuber

総合病院産婦人科、精神科児童思春期病棟にて勤務ののち、現在
は学校での性教育に関する講演や性の知識を学べるイベントの
講師を務める。
性教育 YouTuberとして性を学べる動画を配信中。
オンラインサロン「Yottoko Lab.」運営。
著書『CHOICE 自分で選びとるための「性」の知識』(イースト・プ
レス )、『こどもジェンダー』（ワニブックス）、『やらねばならぬと思い
つつ〈超初級〉 性教育サポートBOOK』（ハガツサ ブックス）他

締め切り2/18（金）

お名前

お子さまの
お名前

※託児のご希望がありましたら下記もご記入ください　《対象／ 1歳半～未就学児　先着 5名》

シオリーヌさんに相談したいこと、聞いてみたいことなどをご記入ください  （※ただし、時間の都合上、対応できない場合があります）

電話番号

FAX番号

Eメール

年　齢 歳　　　カ月

（ふりがな）

（ふりがな）

申込フォーム


