ぴゅあ総合

いべんと・かれんだー

ぴゅあ総合フェスタ２０１８ 記念講演会

市民企画講座「英語を味わおう」

「母として、コーチとして、夢を支え、自立を促す子育て論」
■講師：幡野光さん（獨協大学英語科卒）
■日時：8 月 5 日（金）13:30 ～ 15:00

■講師：平野真理子さん（
「平野卓研」チーム監督）

■会場：中研修室 1 ■対象：小学 3 ～ 6 年生（保護者参加可）

■日時：9 月 9 日（日）13：30 ～ 15：00

■定員：25 名（先着順）■受講無料

■会場：大研修室 ■対象：どなたでも

■持ち物：筆記用具（和英辞典があると便利です）

■定員：100 名（要予約） ■託児：あり（要予約）

英語の俳句や詩を読んで味わってみましょう。英語を習った

2017 年のアジア選手権で日本人選手として 21 年ぶりのシ

ことがなくても大丈夫！夏休みの成果として学校へ提出でき

ングルス優勝、世界選手権で日本人選手として 48 年ぶりの

るような内容です。

女子シングルスのメダル獲得を果たし、今や日本を代表する

■受講料：無料

卓球選手となった平野美宇さんを、母として、そしてコーチ
普及・啓発事業「岩田紀生先生の子育てセミナー」

として支えている平野真理子さんの大変貴重な講演会です。

■講師：岩田紀生先生（学校法人岩田学園学園長）

ぴゅあ総合フェスタ２０１８
「移動プラネタリウム～満天の星空と宇宙旅行～」

①適期教育と子育ての重要課題
■日時：8 月 23 日（木）10：30~ 12:00
自分の人生をいきいきと生きていく意欲や態度を身に付ける

■講師：高橋真理子さん（宙先案内人）

ために、年齢ごとの子育ての在り方を考えます。

■開催日：9 月 9 日（日）

②保護と過保護のボーダーライン

■投影時間：10：30 ～ 11：00、11：10 ～ 11：40
11：50 ～ 12：20、12：30 ～ 13：00

■日時：8 月 30 日（木）10：30~ 12:00

■会場：レクリエーション室 ■定員：各回 20 名

子育てとは「自立までの援助」
。お子様の年齢や成長の様子

■対象：どなたでも

を見守り、より適切な援助の仕方を考えます。

■参加費：無料

「ワークショップコーナー」

■対象：子育て中のおかあさん、おとうさん

■開催時間：10：30 ～ 13：00

■定員：各回 40 名 ■受講無料 ■託児：あり（要予約）

■メニュー：星座キーホルダー 300 円 / 地球ごま 100 円 /
ぴゅあ３館合同 普及・啓発事業

手づくり望遠鏡 2,000 円 / 星座カード 1 枚 50 円 /

「女性活躍時代の女性管理職養成セミナー」

※ 無料で遊べるメニューもあります。メニューについては、
当日変更になる場合があります。
■協力：一般社団法人 星つむぎの村

■講師：遠藤智子さん（株式会社インソース講師）
■日時：① 8 月 24 日（金） ② 8 月 29 日（水）

普及・啓発事業「やまなしの女性史を学ぶ 明治期の山梨か

①②とも 9：30 ～ 16：30

ら羽ばたいた二人の女性 埴原久和代・早川かい」

■会場：大研修室
■対象：市町村女性職員、各企業・団体女性職員、一般女性県民
■定員：両日とも 40 名（①②とも同じカリキュラム内容です）

第一回「大正期芸術運動で活躍した洋画家 埴原久和代」

■受講料：無料（要事前申込）

■講師：森川もなみさん（山梨県立美術館学芸員）

■託児：あり（要予約）

■日時：9 月 16 日（日）13：30 ～ 16：00
普及・啓発事業「オトコの “ 子育て座談会 ”」

■会場：小研修室 1 ■対象：どなたでも（要事前申込）
■託児：あり（要予約） ■定員：４０名 ■受講：無料

■講師：鈴木秀彰さん（僧侶、理学療法士）

明治 10 年代に山梨県で生まれ、女子の小学校就学率でさえ

■調理補助：一般社団法人育みの会

低かった時代に女学校や美術学校で学び、山梨という地域の

■日時：8 月 26 日（日）10：00 ~ 13：00

枠を超えて活躍した二人の女性を取り上げます。

■会場：小研修室１・調理実習室

※第二回「秋田県女性解放運動の先駆者 早川かい」は 10

■対象：子育て中のお父さんとお子さん（お父さんのみの参

月 6 日（土）に開催します。

加可）
、育児に興味のある一般男性
■定員：２０名（調理体験を希望される親子の定員は１2 組まで）
■持ち物：エプロン、
三角巾、
マスク（調理体験をするお子さんのみ）

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。

■受講料：無料（要事前申込） ■託児：あり
子育ての悩みや不安を語る機会の少ないお父さんのための “ 子
育て座談会 ” を開催します。これからお父さんになる男性や独
身男性、子育てが一段楽した男性のご参加も大歓迎です。
（同伴
のお子さんは、調理実習室にて調理体験をしていただきます）
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ぴゅあ峡南
普及・啓発事業 市町村との共催事業

いべんと・かれんだー

■会場：団体連絡室

「夫婦がお互いに助け合える健康づくり」

■対象：子育て中のお母さん、お父さん 20 名
■参加費：無料

■講師：金信敬さん（健康科学大学 健康科学部 教授）

勇気づけの子育ては、子どもが自立でき、社会と調和して生

■日時：８月９日（木）10：20 ～ 11：50

きていけることを目指します。子育てのスキルはいくら学ん

■会場：研修室 ■対象：どなたでも 100 名

でも、親子関係がよくないと成り立ちません。スキルだけで

■参加費：無料

なく相互尊敬・相互信頼となるためにはどうするのか？具体

■共催：南部町教育委員会（なんぶいきいき大学）

的に学びます。そして、それまで気づかなかった子どものこ

全国的に見ても男性介護、老老介護の問題が注目を集めてい

と、あなた自身のことを知ることができます。

る中、高齢者自身の積極的な運動や食事を通じての疾病予防
もこれまで以上に注目されています
普及・啓発事業 男性にとっての男女共同参画

が、特に夫婦においては、まず自分

「メンズキッチン！パート２ あなたの手料理で家族の絆」

の健康を自分で守ることで、いざと
いう時にお互いに助け合うことがで
きます。今回の講座では東洋医学の

■講師：栗田 恭子さん（管理栄養士）

観点から心身の健康を見直し、ＱＯ

■日時：９月８日（土）10：00 ～ 12：00

Ｌを維持し、健康寿命を伸ばす方法

■会場：調理実習室

などについて学びます。

■対象：男性 25 名（女性も大歓迎）
■参加費：500 円（材料費）
金

信敬

■持ち物：エプロン・三角巾・お手拭タオル・筆記用具

さん

料理初心者の方！レパートリーを増やしたい方！大募集！こ
の講座では料理を通して家族の時間を充実させたい男性を応
普及・啓発事業 子育て応援講座

援します。カジダン（家事に積極的な男性）目指して料理を

「ベビーマッサージ（ＳＵＭＭＥＲ）
」

楽しみましょう！
《メニュー》

■講師：Kie さん（ベビーマッサージ講師）

焼きうどん＆フルーツパックサンド、手羽先、鯖の焼きから

■日時：８月１１日（土・祝）10：00 ～ 12：00

揚げ、パンみみドームの野菜サラダ

■会場：茶華道室 ■対象：乳幼児とその父母 10 組

※キャンセルは、８月３１日までにご連絡ください。９月１

■参加費：無料

日以降からは参加費をご負担していただきます。

■持ち物：バスタオル、飲み物、その他お子さまに必要なもの
ベビーマッサージによるスキンシップと語りかけで、赤ちゃ
市民企画講座「ココロと向き合うヨガ講座」

んの心と体の順調な発育を促します。やさしいマッサージで、
赤ちゃんもパパもママもリラックス！

■講師：梅原 由紀さん
普及・啓発事業 防災講座

■日時：９月２９日（土）10：00 ～ 11：30

「新生児から小児の救命 普通救命講習会Ⅲ」

■会場：研修室 ■対象：どなたでも 20 名
■参加費：無料

■講師：峡南消防本部中部消防署 南分署

■持ち物：飲み物・汗拭きタオル（動きやすい服装でご参加

■日時：８月１９日（日）9：00 ～ 12：00

ください）

■会場：研修室 ■対象：どなたでも 20 名 ■参加費：無料

自分でカラダの状態をチェックして、自宅

■持ち物：筆記用具（動きやすい服装でご参加ください）

でも簡単にできるヨガをしてみませんか？

―適切な応急措置で救える命があります―

腹式呼吸で、ゆったりとした時間の流れを

子どもの命を守るために、心肺蘇生法・ＡＥＤの操作・異物

感じてください。

除去法・止血法などの応急手当を学びます。
☆受講者には後日「普通救命講習修了証Ⅲ」が交付されます。
すでに修了証カードをお持ちの方は、ご持参ください。

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。

市民企画講座「勇気づけの子育て・親育て」
■講師：下原 香織さん（アドラー心理学ＥＬＭ勇気づけリーダー）
■日時：８月２５日（土）13：00 ～ 14：30
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ぴゅあ富士
市民企画講座 キッズお仕事体験

いべんと・かれんだー

■対象：どなたでも 20 名（ご夫婦の参加も大歓迎）

「ネイリスト体験講座～基本を学んでイベントでやってみよう！」

■参加無料（要事前申込）
重要性を増す介護食の役割や誰でも作れておいしい介護食を

■講師：小林三和さん（ネイリスト・プライベートサロン

体験し、いずれは必要となる介護に対しての心得を男女で学

LIBERA 代表）

びませんか。

■日時：８月１０日（金）10：00 ～ 12：00
男性の家庭参画講座 セカンドライフセミナー

１１日（土） 9：00 ～ 14：00

「人生１００年時代 資産寿命を延ばすコツ～大切な資金の

■会場：10 日 団体連絡室・11 日 １階ロビー

有効活用」

■対象：10・11 日 小学校３年生～中学生の 12 名（男女を
問わず）

■講師：矢ヶ﨑京子さん

■参加費：500 円（10 日のみ 要事前申込）

（野村證券甲府支店ライフ・パートナー課 課長）

10 日は、講師よりネイリストになったキッカケ、仕事での
やりがいなどのお話しを聞き、実際の道具（やすり・マニキュ

■日時：８月３０日（木）
・９月４日（火）13：30 ～ 15：00

ア）に触れて、爪の磨き方やマニキュアの使い方を学びます。

■会場：団体連絡室

11 日は、ワンデーイベントでキッズネイリストとして、前

■対象：一般 20 名（ご夫婦の参加も大歓迎）

日学んだことを家族の方や友だちなどに実践します。自由研

■参加無料（要事前申込）

究・思い出作りに憧れのお仕事体験

より豊かなセカンドステージを迎えるためには、
「お金」は

してみませんか。

大切です。老後の生活資金や年金、

※１１日（土）10：00 ～ 13：00

医療費等の漠然とした不安を解消

のワンデーイベントは、どなたでも

し、イキイキとしたセカンドライフ

参加できます。がんばる子どもたち

を送るためのライフプランニングを

の姿を見に来ませんか！

男女で一緒に考えてみませんか。

市民企画講座 キッズお仕事体験

自主事業「キッズ★クレイアート」

「ドローングラファー体験講座」
■講師：添田実里さん（アトリエ＆カフェ フーリーズ主宰）
■講師：渡辺秋男さん（ドローングラファー）

■日時：８月１８日（土）① 10：00 ～ 12：00 ② 13：00

渡辺さゆりさん（安全運航管理者）

～ 15：00（参加時間を選んでください）

■日時：８月１１日（土）10：00 ～ 12：00

■会場：団体連絡室

■会場：団体連絡室

■対象：小学生各回 20 名

■定員：小学校３年生～中学生の 12 名（男女を問わず）

■参加費：1,000 円（要事前申込）

■参加無料（要事前申込）

クレイアートとは、粘土を使って作品を創作するアートです。

将来は、
「ユーチューバーになりたい！」
「映像の仕事に就い

焼くと固まる不思議な粘土で、夏休みの宿題工作としてチャ

てみたい！」そんなキッズを対象としたお仕事体験講座です。

レンジしてみませんか！

富士山の映像でグランプリを受賞した

※作った作品は、お持ち帰りできます。

先生のお話しを聞いて、デモンストレー
ションを見たり、実際にトイドローンを
操作体験してみよう！
介護講座「やさしい食事で在宅介護を」

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。

■講師：ツクイスタッフ
■日時：８月４日（土）10：00 ～ 12：00
■会場：調理実習室
ぴゅあ総合フェスタ２０１８記念講演会

母として、コーチとして、
夢を支え、自立を促す子育て論
講師：平野真理子さん（
「平野卓研」チーム監督）
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■会場：ぴゅあ総合大研修室 ■対象：どなたでも ■受講料：無料 ■定員：100 名（要予約）■託児：あり（要予約） ※お申込みはぴゅあ総合へ！
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