
自主事業「親子でつくろうアイシングクッキー」

■講師：保延愛さん（JSA アイシングクッキー認定講師）
■日時：2 月 8 日（木）10：30 ～ 11：30
■会場：調理実習室　　　　　　　　
■対象：親子　20 名（お子様は 2 歳以上から）                   
■材料費：700 円　　■託児：あり（要予約）
バレンタインに家族やお友達へ手づくりのプレゼントはいか
がですか？クッキーにアイシングで可愛くデコレーションし
ます。小さいお子様でも簡単に楽しく作れますので、是非ご
参加ください！

普及・啓発事業
「憲法と人権の視点で考える～現代社会の問題Ⅸ」

■講師：山内幸雄さん（山梨学院大学法学部政治行政学科教授）
■日時／内容：
2 月 10 日（土）13：30 ～ 15：30「障害者とともに社会発
展をめざす～障害者に対する差別禁止と合理的配慮とは？～」
2 月 17 日（土）13：30 ～ 15：30「マネーの不平等と巨大
企業優先政策～超富裕化する人々と貧困化する人々～」
3 月 3 日（土）13：30 ～ 15：30「性犯罪をなくすために
～厳罰化の刑法改正と被害者を支える人権尊重文化～」
3 月 17 日（土）13：30 ～ 15：30「フェイク・ニュースを
斬る～政治権力による「印象操作」と報道の自由～」
■会場：小研修室 1　■対象：一般県民　40 名（各回）
■受講料：無料（要事前申込）　　■託児：あり（要予約）　
身近な新聞記事を題材に憲法と人権の視点から時事問題を捉
え、現代社会を取り巻く問題について山梨大学法学部教授の
山内幸雄先生と考えます。

市民企画講座「女も男も輝けるやまなし～山梨に移住して～」

①基調講演「各駅停車でいこう」
■講師：賀川一枝さん（市民グループ「都留水みず探検隊」代表）
②シンポジウム「女も男も輝けるやまなし～山梨に移住して～」
■シンポジスト：佐藤隆さん（有限会社ダイナ「みさき薬局
グループ」代表取締役）、菅沼祐介さん（農業団体「農継者」
代表）、コーディネーター：賀川一枝さん
■日時：2 月 12 日（月・祝）13：00 ～ 15：30
■会場：大研修室　　■対象：どなたでも　80 名（要予約）
■参加費：無料　　■託児：あり（要予約）

「なぜ、山梨を選んだのか」「住んでみて魅力に感じたことは」
等、移住してきた方々にお話を伺い、山梨の暮らしの中で「自
分らしく生きる」ということについて考えていきます。

普及・啓発事業　男女で学ぶ賢い資産運用
「はじめてみよう！つみたてＮＩＳＡ」

■講師：瀧澤宏行さん（瀧澤ファイナンシャルプランナー代表）

■日時：2 月 17 日（土）10：00 ～ 11：30

■会場：小研修室 1
■対象：どなたでも　40 名（要事前申込）
■託児：あり（要予約）　■参加費：無料
2018 年 1 月からスタートの少額投資非課税制度「つみたて
ＮＩＳＡ」について学ぶ講座です。お得に貯蓄を増やしたい
方は新しい制度を利用して投資デビューしてみませんか？

普及・啓発事業「働く男女のためのハラスメント対策セミナー」

■講師：小林 和美 さん（社会保険労務士）
■日時：2 月 24 日（土）10：30 ～ 12：00
■会場：小研修室 1　■対象：民間企業の社員及び市町村の
職員、働いている一般県民　40 名（要事前申込）
■託児：あり（要予約）　■参加費：無料
セクハラ・パワハラ・マタハラなどの職場における様々なハ
ラスメントに対する予防と対策を学びながら、男女の人権に
配慮した社会づくりの構築について皆さんと考えたいと思い
ます。

普及・啓発事業　男性にとっての男女共同参画
「オトコの手づくりパン教室」

■講師：早川亜希子さん（パン倶楽部ぷう主宰）
■日時：2 月 25 日（日）10：00 ~ 13：30
■会場：調理実習室
■対象：小学生以上の男性　16 名　※親子の参加も大歓迎！
■託児：あり（要予約）　■参加費：￥1,500（材料費含む）
男性の家事参画を目的とした、好評の手づくりパン教室を今
年も開催します！今回は男性に大人気の “ カレーパン ” と、
オシャレでキュートな “ 編みパン ” を作ります。

普及・啓発事業「女性の美と健康のためのセルフケアセミナー」

■日時／内容／講師：
3 月 15 日（木）１３: ３０～１５: ００「女性の輝く素肌」
講師：野田和美さん（日本エステティック協会認定エステティシャン）

3 月 20 日（火）１３: ３０～１５: ００「女性の煌めきメイク」
講師：町田波留美さん（専門学校メイク講師）

3 月 28 日（水）１３: ３０～１５: ００「女性の楽しむ健康」
講師：安齋美和さん（栄養士 / 日本エステティック協会認定指導講師）

■会場：小研修室 1　■対象：一般女性　40 名（各回）
■受講料：無料（要事前申込）　　■託児：あり（要予約）　
さまざまな分野へのチャレンジを志す女性に向けた、美と健
康を学ぶ３回シリーズの講座です。

お申込みは、

TEL:055-235-4171　FAX:055-235-1077
sogoevent@yamanashi-bunka.or.jp
掲載事業には託児サービスがあります。（要事前予約）

詳しくは、ぴゅあ総合までおたずねください。
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家族で学ぶ介護講座「認知症と介護保険講座」

①介護保険とサービス利用
■講師：岡田雄貴さん（山梨県介護実習普及センター）
■日時：2 月 1 日（木）13：30 ～
■会場：研修室　■対象：30 名（どなたでも参加できます）
■参加費：無料
②認知症サポーター養成講座
■講師：大橋由佳さん（山梨県介護実習普及センター）
■日時：2 月 8 日（木）13：30 ～
■会場：研修室　■対象：30 名（どなたでも参加できます）
■参加費：無料
介護や認知症は身近な社会問題であり、家族だけでなく、地
域で対応する必要があります。いざという時に慌てないよう
に、一緒に学びましょう。

ぴゅあ総合・峡南共催事業　チャレンジシンポジウム
「女性起業家支援×地域再生」

①基調講演
「～やってみて、考える。～私の夢を実現するための方法論」
■講師：保要佳江さん（株式会社 LOOOF 代表取締役）
②パネルディスカッション
■パネリスト：杉本かおるさん（一般社団法人地域女性活動
サポートラボ代表理事）、芦澤香さん（ＮＰＯ法人 bondplace
理事）、コーディネーター：五味愛美さん（五味五感企画主宰）
■日時：2 月 3 日（土）10：00 ～ 12：00
■会場：ぴゅあ総合　中研修室　　
■対象：一般県民　100 名（要予約）
■参加費：無料　　■託児：あり（要予約）
若き女性起業家が挑む地域再生への取り組みと、起業への想
いを、女性起業家にお話していただきます。様々な視点から
新しい発見が見つかることでしょう！
※共催事業のため、会場はぴゅあ総合となります。お気を付け下さい。

市民企画講座「子ども料理教室」

■講師：栗田恭子さん（管理栄養士）
■日時：2 月 3 日（土）10：00 ～ 12：30
■会場：調理実習室
■対象：年長さんから小学生　10 名
■参加費：300 円（材料費）
■持ち物：エプロン・三角巾・お手ふきタオル
■メニュー：おにの子ピラフ・ミネストローネ・おにまんじゅう
子供たちだけで作る料理教室です。料理未体験の男の子も安
心して参加できます。自分で作った料理の味を体験しましょ
う！

女性の心と体の健康講座「心も体も、ずっと「わたし」らし
く～メノポーズカウンセラーに学ぶ女性の健康～」

■講師：河端惠美子さん（帝京平成大学教授）
■日時：2 月 3 日（土）13：30 ～ 15：00
■会場：研修室　■対象：女性　20 名 
■参加費：無料

「更年期」を知り、うまく付き合っていくことで、女性の健
康や QOL（生活の質）は大きく変わります。適切なヘルスケ
アを学んで、素敵に過ごしていくヒントを見つけませんか。

自主事業「草木染め教室」

■講師：雨宮加代子さん
■日時：2 月 10 日（土）午前の部 9：00 ～ 12：00
午後の部 13：00 ～ 16：00
■会場：調理実習室
■対象：各回 6 名ずつ（男性も歓迎）
■参加費：2000 円（材料費）
■持ち物：エプロン、マスク、ゴム手袋、筆記用具、持ち帰
り用ビニール袋
イネ科の植物「刈安（かりやす）」で、コットン＆ウールの
ストールを抹茶色に染めてみます。大切な人への贈り物に、
自分へのご褒美にいかがですか。

男性にとっての男女共同参画「ストレッチ＆ダイエット講座」

■講師：諏訪記子さん（フィットネスインストラクター）
■日時：3 月 1・8・15 日（木）14：00 ～ 15：00
■会場：研修室　■対象：男性 20 名（女性も大歓迎）
■参加費：無料　■持ち物：飲み物・タオル
寒さに固まった体をストレッチでほぐしましょう。冬に貯め
た脂肪を燃やして、シェイプアップ！家でも気軽にできるス
トレッチを一緒に体験しませんか。

市民企画講座「パン教室」

■講師：市原和代さん（サラ ナチュラルスクール講師）
■日時：3 月 3 日（土）13：00 ～ 16：00
■会場：調理実習室　■対象：15 名（どなたでも参加できます）
■参加費：1000 円（材料費）
■持ち物：エプロン・三角巾・ハンドタオル
■メニュー：メロンパン・桜あんパン
男性も、料理初心者の男の子、女の子も簡単に本格的なパン
を作れるレシピをご紹介します。みんなでパン作りに挑戦し
ませんか。

お申込みは、

TEL:0556-64-4777　FAX:0556-64-4700
pure-kyonan@yamanashi-bunka.or.jp
掲載事業には託児サービスがあります。（要事前予約）

詳しくは、ぴゅあ峡南までおたずねください。
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自主事業「自己実現のＭｅｔｈｏｄ」

■講師：谷内夏子さん（やまなし・しごと・プラザサテライ
ト　キャリアコンサルタント）
■日時：２月１０日（土）13：30 ～ 15：00
■会場：団体連絡室　■対象：高校生以上 15 名
■参加無料（要事前申込）
就活中の方、これから始めようとしている方、一歩踏み出し
たい方など、人としての自己の能
力や個性など潜在している可能性
を探してみませんか。

地域課題解決出前講座
第２０回都留市男女共同参画推進フェスティバル
「社会で輝く女性になろう～私のライフプランを見つめ直す～」

■講師：小田切いくみさん（ＵＴＹテレビ山梨アナウンサー）
■日時：２月２４日（土）13：30 ～ 16：00
＊開会 13：30 ～ 13：50
＊オープニング（都留文科大学管弦楽団）13：50 ～ 14：20
＊講演会「輝く女性になろう～私の生き方は私が決める～」

（小田切いくみさん）14：20 ～ 15：50
■会場：大研修室　■対象：どなたでも
■参加無料（事前申込不要）
人口減少・少子高齢化の時代の中、
さまざまな分野での女性の活躍推
進が重要視されています。社会で
活躍する女性の生き方を学び、あ
なたのライフプランを見つめ直し
てみませんか？

自主事業「カカオ＆ドリップワークショップ」

■講師：竹林利朗さん（一社日本焙煎技術普及協会理事）
■日時：３月３日（土）
①カカオワークショップ 9：30 ～ 12：30
②ドリップワークショップ 13：30 ～ 16：00
■会場：調理実習室
■対象：どなたでも　①②ワークショップ各 15 名
■参加費：2,000 円（①②両方または一方でも）（要事前申込）
カカオ豆を焙煎し、無添加のチョコレート作りやコーヒー
豆の手網焙煎からドリップの
方法を体験しながら、途上国
の自立や貧困解消、環境保全
などを考えてみませんか。

自主事業「手打ち生パスタ」

■講師：矢野公夫さん（はむ屋 FOODS 店主）
■日時：３月１７日（土）10：00 ～ 12：00
■会場：調理実習室
■対象：どなたでも　12 名
■参加費：1,500 円（要事前申込）
家庭にあるキッチンツールを使用して、粉からパスタの
フェットチーネを手打ちします。パスタソースも２種類
作りますので、本格的なパスタ作りを体験できます。

お申込みは、

TEL:0554-45-1666　FAX:0554-45-1663
pure-fuji@yamanashi-bunka.or.jp
掲載事業には託児サービスがあります。（要事前予約）

詳しくは、ぴゅあ富士までおたずねください。
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ぴゅあ総合フリーマーケット

ぴゅあ総合自主事業　協力：女性団体協議会

3 月 24日（土）10：00～ 15：00
会場：ぴゅあ総合 1Ｆギャラリー

お気に入りの一品を探そう！

女性シンガーソングライター 「安藤あき」さんのミニライブも開催！
（12：00～ 13：00）

※詳細はぴゅあ総合までお問い合わせください

$

38 店舗！

小田切いくみさん


