ぴゅあ３館

いべんと・かれんだー

男女共同参画推進月間記念事業

ぴゅあ３館共催普及・啓発事業

「自分をすり減らさない生き方〜男らしさ・女らしさにと

男女共同参画ネットワークセミナー基礎講座

らわれない〜」

「笑って考えよう！男女共同参画社会
〜男性の家事・育児が社会を救う！〜」

■講師：深澤 真紀さん（獨協大学経済学部特任教授、コラムニスト）
■講師：瀬地山 角さん（東京大学教授）

■日時：6 月８日（土）13：30 〜 15：00

■日時：5 月 11 日（土）13：30 〜 15：10

■会場：大研修室

■会場：大研修室

■対象：どなたでも

■対象：どなたでも
■参加費：無料

80 名（要事前申込）

■参加費：無料

■託児：あり（要予約）

100 名（要事前申込）
■託児：あり（要予約）

「草食男子」で２００９年流行語大賞トップテンを受賞

講師の瀬地山角さんは、日本テレビ「世界一受けたい授

したコラムニストで、
「とくダネ！」などのコメンテーター

業」の東大生 100 人へのアンケートで、東大の人気講義

を務めている、獨協大学経済学部特任教授の深澤真紀さん

No.1 に選ばれたジェンダー論の講義（毎年 500 人以上の

を講師にお迎えし、男女共同参画推進月間の記念講演会を

受講者で立ち見が出る）を行っ

開催します。

ているジェンダー論の第一人

女性も男性も “ 自分らしく

者です。

無理せず生きる ” ためのヒン

“ 下手な漫才より笑える ” 瀬

トや、深澤さんの視点から捉

地山さんのお話で、男女共同

えた男女共同参画社会実現へ

参画について楽しく学んでみ

のご提言をいただきながら、

ませんか？赤ちゃん・子ども

男女共同参画推進の重要性を

連れでも一緒に会場に入れま

学びたいと思います。

深澤真紀さん

すので、是非、ご家族でご参
加ください！

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。

瀬地山 角さん

男女で学ぶ子育て支援講座「あんしん子育て講座」

市民企画講座

■講師：内藤香織さん（NPO 法人子育て支援センターちびっこハウス）

「イライラしない子育て法 子育てのツボ

■日時：5 月 15 日（水）
・22 日（水）

〜マルトリートメントからの回復〜」

はいはいくらす（9 ヶ月〜 1 歳半）10：30 〜 11：30
べいびーくらす（1 ヶ月〜 8 ヶ月）13：30 〜 14：30
■会場：レクリエーション室

■講師：鈴木 慶徳さん（里親会山梨県きずな会副会長、

■対象：各クラス 20 組

ＦＲ式不登校対策応援講座講師）

■参加費：無料（要事前申込）

■日時：5 月 11 日（土）13:00 〜 14:30

■持ち物：お子様の飲み物、おやつ、オムツ、着替え一式

■会場：研修室

親子での関わり遊びやリズム遊びなど、元気で優しい内
藤先生による親子の絆が深まる講座です。ティータイムも

■対象：どなたでも（子育てに興味のある方）20 名

あるので子育ての情報交換も出来て、楽しく心がほっとす

■参加費：無料

る 1 時間です

しつけとは、親が子どもに行うコミュニケーションによるト
レーニングです。親と子どもの歯車が噛み合っていないと、
親がいくら頑張っても子どもは動きません。
そこでちょっとしたコツを聞いてみませんか？

平成３１年度普及・啓発事業 山梨県立男女共同参画推進センター ぴゅあ総合・峡南・富士共催

男女共同参画ネットワ ー ク セ ミ ナ ー 基 礎 講 座

笑って考えよう！
笑
男女共同参画社会
男女

けたい授業」で
に選ばれた講師！
東大人気講義 No.1

日本テレビ「世界一受

講師：瀬地山 角 さん
（東京大学教授）

～男性の家事・育児が社会を救う！～
◆ 日時：２０１９年 ５月１１日（土） 13：30 ～ 15：１０（質疑応答を含む）
◆ 会場：山梨県立男女共同参画推進センター・ぴゅあ総合 大研修室
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受講
無料

赤ちゃん・子ども連れ大歓迎！
一緒に入場できる講演会です！

ぴゅあ３館
男女で学ぶ子育て支援講座

いべんと・かれんだー

あなたに合った働き方の探し方、女

「親子で３Ｂ体操」

性と社会保障、好感度の高い文書作成
のコツと面接マナーなど、就職に向け

■講師：飯島 貴子さん（日本３Ｂ体操協会公認指導士）

ての必要な知識を身につけるチャンス

■日時：5 月 17 日（金）10:30 〜 11:30

です。

■会場：研修室 ■対象：未就学児と保護者 20 組
■参加費：無料 ■持ち物：飲み物・汗拭きタオル
男女で学ぶ子育て支援講座

３Ｂ体操は、遊びの動きをとおして無理なくお子さまの体の

「ママだから知りたい！男の子のカラダとココロ」

基礎を鍛えられる体操です。運
動不足になりがちなパパママに

■講師：海野 聖子さん（都留市立病院助産師）

も最適です！

■日時：５月２５日（土）10：00 〜 12：30
■会場：団体連絡室
市民企画講座

■対象：男の子の母親または関心のある方 20 名

「一緒に学ぼう！料理の基本」

■参加無料（要事前申込）
母親は、男の子のカラダは分からな

■講師：栗田 恭子さん（管理栄養士）

いことだらけです。誕生から幼児期

■日時：5 月 25 日（土）10:00 〜 12:00

を中心に、男の子のカラダの特徴や

■会場：調理実習室

仕組みを学びます。また、幼児期か

■対象：どなたでも 20 名 ( 男性・若者大歓迎 )

らの性教育についても考えます。

■参加費：500 円（材料代）
■持ち物：エプロン・三角巾・筆記用具
料理の基本について学んでみませんか？

男性の家庭参画推進講座

＜内容＞

男性の料理教室「男子ごはん」

①座学 30 分
・基本の調味料の使い方、野菜の切り方（○○切りなど）
、季

■講師：守屋 若奈さん（野菜料理研究家）

節の野菜の利用法

■日時：５月２６日（日）10：30 〜 13：00

②実習 1 時間

■会場：調理実習室

・揚げ物（かきあげ）
・煮物（おから

■対象：一般男性 20 名（女性でも可）

キノコ入り）応用編

■参加費：1,000 円（要事前申込）

※キャンセルは 5 月 18 日までにご連

■持ち物：エプロン、三角巾（バンダナ可）
、お手ふき、筆

絡ください。5 月 19 日以降は参加費

記用具

をご負担していただきます。

≪メニュー≫サーモンの漬け丼、鯵のつみれ汁
これまで料理なんかできないと思っていたあなたや立派な料
理を作らなければいけないと思っていたあなたに、家庭でも

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。

手軽に作れる料理にチャレンジして、美味しいと言ってくれ
る、家族の笑顔を見てみませんか！「自分自身にも新しい発
見があるかも・・・」

女性の就労支援講座
「就職・再就職スタート講座」
■講師：三澤洋美さん（キャリアコンサルタント）
若林真美さん（社会保険労務士）

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。

■日時：５月２１日（火）
・６月４日（火）
・１８日（火）
・
７月２日（火）10：00 〜 12：00
■会場：団体連絡室
■対象：就職・再就職を考えている女性 10 名
■参加無料（要事前申込）
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