
愛称表

愛称 理由 よみ 住所 参考

1 愛会センター
このセンターでの友情・家族への愛・出会い・ふれあいを大切に
したい。

あいあうせん
たー

茅ヶ崎市

2 AZALEA アザレア。市の花つつじの英訳。両性花。 あざれあ 埼玉県 13

3 あくりーと 男女の共生・共存(ａｃｃｒｅｔｅ) あくりーと 東大阪市

4 あすてっぷ 輝く明日、未来へ軽やかにステップします。 あすてっぷ 愛知県 15

5 あすふぁーれ 「あす」は未来、「ふぁーれ」はイタリア語で創造することを意味。 あすふぁーれ 愛知県

6 あすぽぽら

「あす」は未来を表す明日、「ぽぽら」は「人々の、みんなの」を表すイタリ
ア語のポポラーレ (popolare) のポポラを意味しています。未来の男女共
同参画社会の実現を目指して茅ヶ崎市の男女がつ集う施設であり、多く
の人々に親しまれますように願い、この名前を考えました。

あすぽぽら 川崎市

7 アライク
ａｌｉｋｅ(等しく、同様に、わけ隔てなく)の意味。男性女性にかかわ
りなく多くの方にご利用いただける施設として あらいく 二宮町

8 アルモニー フランス語で「調和」を意味する。 あるもにー 茅ヶ崎市

9 イーチア
英語のeach other“お互い”から男女の隔てなくお互いを人として認め合
う意味をこめた。さらに“いー茅ヶ崎”(イーチ）になるようにチアアップ・応
援する(チア)施設になって欲しいと願いもこめた。

いーちあ 茅ヶ崎市

10 いこいこみんな茅ヶ崎 共生社会のみんなの施設
いこいこみん
なちがさき

石川県
6文字
以上

11 いこりあ
equal（英語：同一であること）に場所を表す接尾語の-iaを付した
ものです。 いこりあ 秋田市

12 いこる茅ヶ崎
equal rights＝男女同権の「いこーる」を短縮して茅ヶ崎を合わせ
て名づけました。

いこるちがさ
き

東京都 31

13 ウィズ 一緒にという気持ちを込めて うぃず 茅ヶ崎市 35

14 ウィズウェイ
一緒にを意味する「ウィズ」と道を意味する「ウェイ」の合成語で
す。男女共同参画への道、共に歩みを進めていく道を意味して
います。茅ヶ崎市民共同の道をも意味しています。

ういずうぇい 横浜市

15 ウィズワーク ｗｉｔｈ　ｗｏｒｋから男女一緒に（共に）働こうという意味です。 うぃずわーく 茅ヶ崎市

16 Ｅｂｏｓｅａ
茅ヶ崎市と言えば「えぼし岩」と「海」のイメージなので、合わせ
ました。そして、ローマ字にしてシャレ感を出しました。読み方は
「えぼしー」です。

えぼしー 茅ヶ崎市
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愛称 理由 よみ 住所 参考

17 えぼしガール サザンビーチを浮かべて誰でもわかりやすく えぼしがーる 茅ヶ崎市

18 MFセンター 男女を表すMale Femaleの頭文字にセンターを付けました。
えむえふせ
んたー

茅ヶ崎市

19 ＭＷセンター 男（Ｍａｎ）と女（Ｗｏｍａｎ)英語の頭文字
えむだぶりゅ
せんたー

茅ヶ崎市

20 お～る 全員という意味のallと船のoarから おーる 千葉県

21 かがやき館 男女共同参画で人もまちも輝いて欲しいから。
かがやきか
ん

鎌倉市 74

22 ガザー
英語のｇａｔｈｅｒ(一緒、集まる、ひきつけるの意)を日本流に読ん
だもの がざー 茅ヶ崎市

23 かや
茅ヶ崎市の「茅」の文字でどんな荒地でも生育するたくましさが
ある。 かや 茅ヶ崎市

24 きずな 相互理解と人の絆の大切さを築けるように きずな 藤沢市

25 きずなプラザ 男女共同参画の推進、「絆」を深めるための施設 きずなぷらざ 愛川町

26 きらめきパル パルは友達、仲間を意味する。 きらめきぱる 愛知県 84

27 きらり
1茅ヶ崎の海の輝き2未来を見つめる子供たち、それを見守る大人たち
の瞳の輝き3老若男女が平等で、溢れる笑顔からの輝きこの3つが揃っ
て輝く社会を目指すという思いを込めました。

きらり 茅ヶ崎市

28 キラリ茅ヶ崎 みんなが協力して輝けるようにとイメージしました。
きらりちがさ
き

宮崎市

29 グレイス
ｇｒaｃe＝優美、上品、気品、しとやかさ　ということで、気品ある
センターになといいですね。 ぐれいす 茅ヶ崎市

30 クロスパレア
クロスは交流、共同参画、パレアは市民の協働を意味するギリ
シャ語 くろすぱれあ 愛知県

31 こうぎ 好誼…友好的な心情　　　　交宜…友人として交わる こうぎ 茅ヶ崎市

32 光輝推進 ひかり輝く未来へ進めるように
こうきすいし
ん

茅ヶ崎市
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33 サークルちが 茅ヶ崎市の住民が輪になって協力するのをイメージしました。 さーくるちが 宮崎市

34 さざなみ

茅ヶ崎と言えば海です。思いつくのはサザンとかえぼしとか・・なんとなく
これらは男性的な気がします。そこでぱっとひらめいたのがこの言葉で
す。同じ波でもやさしい感じがして女性会館にぴったりではないかと勝手
に思い込み、応募しました。

さざなみ 茅ヶ崎市

35 参画センター 新しい名称を市民に知ってもらうため
さんかくせん
たー

茅ヶ崎市 103

36 ジェイス 女性センターＪＯＳＥＩ　の　Ｊ　と　Ｓ じぇいす 茅ヶ崎市

37 シチズンコア
男女共同参画実現の概念をシチズンとしてとらえ、その活動コ
アとなる願いを込めた。 しちずんこあ 茅ヶ崎市

38 市民の参画Ｃ 茅ヶ崎市民全体が参加出来る施設にしよう。
しみんのさん
かくしー

茅ヶ崎市

39 市民全う会堂 市民が計画の相談に参加し目的を達成する。
しみんまっと
うかいどう

茅ヶ崎市

40 シャイン
（昨春、横浜から転居したが）「茅ヶ崎の自然の美しさ輝きに感
動しているので。」 しゃいん 茅ヶ崎市

41 ＪＯＹセン 楽しみ（ＪＯＹ）の為に集まる場所。“ジョ”ゴロが良い。 じょいせん 茅ヶ崎市

42 女性センター 市民になじみ施設の目的にもかなっている。
じょせいせん
たー

茅ヶ崎市

43 スクラムちが 男女スクラムをイメージしました。 すくらむちが 宮崎市 125

44 男女茅ヶ崎 とにかく短くまとめました。
だんじょちが
さき

宮崎市

45 男女虹クラブ 本市の海、町、丘陵地域が虹の橋で結ばれる
だんじょにじく
らぶ

茅ヶ崎市

46 ちがキョー 茅ヶ崎市の住民が協力、から命名しました。 ちがきょー 宮崎市

47 茅ケ崎コモン 男女が能力と心を合わせて助け合う
ちがさきこも
ん

茅ヶ崎市

48 茅ヶ崎の輩 子供～大人男女の出会いの場になる事を望む。
ちがさきのや
から

茅ヶ崎市
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49 ちがさぴあ 市の男女共同参画推進の仲間及び拠点の意。 ちがさぴあ 鎌倉市

50 チガサキラリ
茅ヶ崎市の男性も女性も、社会の構成員として、自らの意思で、キラリと
輝き生きてほしいと願って名付けました。 ちがさきらり 横浜市

51 ちがさん 茅ヶ崎市男女共同参画推進センターの茅ヶと参 ちがさん 茅ヶ崎市

52 ｃｈｉ楽ザ ｃｈｉ：茅ヶ崎の茅　楽：楽しいザ：座 ちらくざ 茅ヶ崎市

53 ｃｈｉ楽セン ｃｈｉ：茅ヶ崎の茅　楽：楽しい　セン：センターの略 ちらくせん 茅ヶ崎市

54 ともセン 「とも」とは、男女共同参画の共と友達感覚の友 ともせん 茅ヶ崎市 148

55 はーとぴあ 純粋な男女間のふれあいそして関係を示しました はーとぴあ 東京都 160

56 ハートフル
男、女ではなく、人として心を大切に、優しさのあふれるイメージ
で呼びやすいネーミングを考えました。 はーとふる 茅ヶ崎市

163
164

57 はーモニー
家庭・地域・社会で男女が協力・調和していくという趣旨を込め
て、「ハーモニー」をあえてひらがなとカタカナで表記してみまし
た。

はーもにー 茅ヶ崎市 167

58 ハーモニー
男女共同参画社会は男性と女性が対等の立場で協力し、支え
合う社会。男女で夢のあるハーモニーを奏でたい。 はーもにー 千葉県 167

59 はーもにー 調和は男女共同参画の一要素と考えるため。 はーもにー 東京都 167

60 ハーモニー 調和してほしいから はーもにー 茅ヶ崎市 167

61 ハモリエ
男女共同を意味する「ハーモニー」と参画する場を意味する「エ
リア」の合成語です。男女共同参画の象徴的施設を意味しま
す。「エ」はハーモニーの方向へ、を連想させます。

はもりえ 横浜市

62 Ｐａｒｉｔｅ フランス語で「同等」「同一」を表す言葉 ぱりて 横浜市 175

63 ぱりてらす 平等を意味するフランス語のパリテから採用。 ぱりてらす 愛知県

64 パレア茅ヶ崎
パレアは友達、仲間、人との交流を表すギリシア語のpareaを意味して
います。多くの男女がつ集い、友達や仲間が生まれる素晴らしい施設と
なりますように願い、この名前を考えました。

ぱれあちがさ
き

川崎市
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愛称 理由 よみ 住所 参考

65 ピアアゼリア 市の花「ツツジ(英語：アゼリア)」の理想郷 ぴああぜりあ 岩手県

66 ピアちがさき 推進センターがユートピア(理想郷)になるように ぴあちがさき 岩手県

67 PGEセンタ
男女共同参画推進センターの英訳はCenter for　Prpmotion of
Gender Equalityとなりますので、Promotion of Gender Equality
の頭文字を取って、『PGEセンタ』としました。

ぴーじーい－
せんたー

茅ヶ崎市

68 飛翔交流 大海原に飛び出す発想
ひしょうこう
りゅう

茅ヶ崎市

69 ふらっと Flatを目指し誰もがふらっと入れる施設 ふらっと 藤沢市 206

70 ふらっとぴあ 男女が共同でフラットに参画するセンター。 ふらっとぴあ 愛知県

71 ふれーあう 頑張れの「フレー」＋出会うの「あう」 ふれーあう 山口県 213

72 ポポラ茅ヶ崎
ポポラは「人々の、みんなの」を表すイタリア語のポポラーレ (popolare)
のポポラを意味しています。茅ヶ崎市の多くの男女がつ集う素晴らしい
施設となりますように願い、この名前を考えました。

ぽぽらちがさ
き

川崎市

73 ＢＯＮＤぴあ ＢＯＮＤ（ボンド）は絆。人々の絆の意味です。 ぼんどぴあ 横浜市

74 学びセンター 学ぶことにより、心にゆとりを養う場所づくり
まなびせん
たー

茅ヶ崎市

75 ミクシテ ①ミクシテの意味がぴったり　　　　②音がかわいい みくして 茅ヶ崎市

76 ミクシテ
フランス語で、男女共生する生活。男女が混在する空間を表わ
すので、この施設にふさわしい みくして 茅ヶ崎市

77 メ・フィー 英語のｍａｌｅ　and　ｆｅｍａｌｅ(男女の意)を略したもの め・ふぃー 茅ヶ崎市

78 メッフィー 英語のｍａｌｅ　and　ｆｅｍａｌｅ(男女の意)を略したもの めっふぃー 茅ヶ崎市

79 やじろべぇ
共同、平等の象徴としてどちらにも倒れることはないやじろべえ
を選びました。仮に考えが偏っても元に戻せる力を持つことが出
来る施設になってくれると信じて付けました。

やじろべぇ 東京都

80 友愛センター 友に学び愛があれば皆が仲良く向上する場所
ゆうあいせん
たー

茅ヶ崎市
242
245
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81 ゆめすてっぷ 夢と希望の明日へ男女が軽やかにステップしていきます。 ゆめすてっぷ 愛知県

82 ゆめふらっと 共同参画で夢を未来へ広げます。 ゆめふらっと 愛知県

83 リアン フランス語 lien で「絆」なので。 りあん 茅ヶ崎市

84 リブラ
由来は英語で天秤座を意味するLIBRAという言葉から。天秤は
常に平等で釣り合うということから男女共同参画がもっと親しみ
のあるイメージになると想い、この愛称を考えました。

りぶら 藤沢市 261

85 リボーン 「再生、生まれ変わる」男女が仲良く手をとって りぼーん 茅ヶ崎市

86 レッツちが 茅ヶ崎市を動かしていこう、という意気込みをイメージしました。 れっつちが 宮崎市

87 わい和愛 ワイワイと人が集まる様、和と愛で（わい） わいわい 平塚市

88 私とあなた舘 市民共同参画が活力をもって推進できる所に
わたしとあな
たかん

茅ヶ崎市
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