ぴゅあ総合

いべんと・かれんだー

普及・啓発事業「ＤＶを経験した女性への支援を学ぶ講座」

男女共同参画推進月間記念事業

基礎講座「ＤＶ防止法と被害者支援の現状を考える～行政・

「ぴゅあ総合カジダン・イクメン写真展」

民間支援のこれからについて～」
■日時：6 月 1 日（土）～ 30 日（日）9：00 ～ 17：00
（10 日・24 日は休館日です。
）■会場：1 階ギャラリー

■講師：戒能民江さん（お茶の水女子大学名誉教授）

家事や育児に積極的に取り組む男性の姿をおさめた写真を多

■日時：7 月 3 日（水）13：00 ～ 15：00

数展示します。
「市町村推進委員会・活動団体展示」も同時

■会場：大研修室 ■対象：公的機関・民間団体などで実際

開催します。

に DV 被害者の相談支援に携わる実務者、男女共同参画を推
進する団体の方、一般県民

男女共同参画推進月間記念事業

■定員：60 名 ■受講無料 ■託児：あり（要予約）

「自分をすり減らさない生き方～男らしさ・女らしさにと

※県や市町村の相談・支援業務担当者、また民間で DV 相談

らわれない～」

を行う方を主な対象とした基礎講座ですが、一般県民の方々
も受講可能です。

■講師：深澤真紀さん（獨協大学経済学部特任教授、コラム
普及・啓発事業

ニスト）

男女で学ぶ子育て支援講座

「おやこうんどうあそび」

■日時：6 月８日（土）13：30 ～ 15：00
■会場：大研修室 ■対象：どなたでも 100 名（要予約）
■受講無料

■講師：米長遊亀さん（ぴりな運動あそびスポーツインストラクター）

■託児：あり（要予約）

※詳しくは P7 をご覧ください。

■日時：
① 年少・年中くらす 7 月 14 日（日）13：00 ～ 14:00

男女共同参画推進月間記念事業
「女性の権利 110 番

② 年長くらす 7 月 21 日（日）13：00 ～ 14：00

弁護士に聞く

■会場：レクリエーション室

あなたのお悩みほっとタイム」

■対象：年少～年長児とおとうさん・おかあさん
■定員：各くらす 15 組（要事前申込み）

■日時：6 月 15 日（土）13：30 ～ 16：00

■持ち物：フェイスタオル（遊びで使用）
、飲み物、着替え

（事前予約優先・おひとり 30 分）
■会場：大研修室 ■定員：25 名

等必要なもの ■受講無料 ■託児：あり（要予約）

■参加費：無料 ■対象：どなたでも ■託児：あり（要予約）

運動神経は環境で変わります！ゆうき先生と一緒に、親子

山梨県弁護士会所属の弁護士さんによる個別相談会を行い

で新しい「発見」を見つけてみませんか？おとうさんの参加、
大歓迎です！

ます。ひとりで悩まず、法律のスペシャリストに相談してみ
ませんか？

普及・啓発事業
普及・啓発事業

男女で学ぶ子育て支援講座

「子どもと親のココロに寄り添う子育てセミナー」

女性起業家セミナー

「マルシェから始める小さなお店の作り方」
■講師：川邉修作さん（認定カウンセラー）
①マルシェ＝ゆるやかな協業で生まれる市場

■日時：

■講師：大戸洋子さん（オオトパン店主・イベントプランナー他）

①幼児期～学童期編 7 月 21 日（日）10：00 ～ 11：30

■日時：6 月 16 日（日）10：30 ～ 12:00

②思春期編 7 月 28 日（日）10：00 ～ 11：30

②マルシェでお店を開こう

■会場：小研修室 1 ■対象：子育て中の父母

■講師：大戸洋子さん ■相談員：遠藤陽子さん（マネキン

■定員：各回 40 名 ■受講無料 ■託児：あり（要予約）
認定カウンセラーの川邉修作先生の心温まるメッセージが

堂店主）
、加藤香さん（NPO 法人 bond place 理事）
■日時：7 月 14 日（日）10：00 ～ 12:00

たくさん詰まった子育て講座です。こどもの成長期の特徴を

■会場：小研修室 1（① ②とも）

学び、親としての関わり方を一緒に考えてみませんか。

■対象：起業を目指している女性、すでに活動中の女性起業

※講座終了後、個別カウンセリングを受付けます。
（抽選に

家 ３０名（要予約） ■受講無料

て各回２組、２０分ずつ）

起業を目指している女性、すでに活動中の女性起業家を対
象に、先輩女性起業家によるアドバイスや、出店シュミレー

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。

ションを通じた実践的な講座を開催します。
※①②の２講座を受講された方は、9 月 14 日（土）に開催
される「こどもマルシェ」に出店できます。
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ぴゅあ峡南
自主事業

男女共同参画推進月間記念事業
「ぴゅあ峡南

いべんと・かれんだー

「七夕 星に願いを！ロビーコンサート in ぴゅあ峡南」

カジダン・イクメン写真展」

■日時：6 月 1 日（土）～ 30 日（日）9：00 ～ 17：00

■出演：望月友美さん（メゾソプラノ）

（10 日・24 日は休館日です。
）■会場：交流コーナー

■日時：７月７日（日）開場 13：00 / 開演 13：30
■会場：交流コーナー

家事や育児に積極的に取り組む男性の姿をおさめた写真を
多数展示します。
「市町村推進委員会・活動団体展示」も同

■対象：どなたでも 30 名

時開催します。

■参加費：無料（飲み物付）
忙しいあなたの心へ 安らぎの歌声をお届けします。

自主事業

《歌唱曲目》
「レット・イット・ビー」
「
、見上げてごらん夜の星を」

「一閑張りを楽しもう！～素敵なインテリアボード～」

など
☆みなさんで口ずさみましょう！☆

■講師：望月あつ子さん（一閑張り教室主宰）
■日時：６月１５日・２２日（土）10：00 ～ 12：30
■会場：工芸美術室

■対象：どなたでも 10 名

■参加費：1,500 円（受講料・材料費）
■持ち物：エプロン・お手拭きタオル
一閑張りとは、竹籠に和紙や古布を貼り、柿渋を塗って作
る伝統技法です。柿渋は防水、虫除け
になります。この機会に是非、粋な工
芸作品を作ってみませんか！
※キャンセルは、６月１１日までにご
連絡ください。１２日以降からは参加
男女の健康セミナー

費をご負担していただきます。

「男女で考える健康あれこれ～やっぱり気になる目の病気～」
男女共同参画推進月間記念講演会

■講師：今井雅仁さん（いまい眼科院長）

「男女共同参画総論～基本法施行から 20 年、平成が終わ

■日時：７月２０日（土）15：00 ～ 16：30

り新たな時代に思うこと～」

■会場：研修室
■対象：どなたでも 20 名

■講師：萩原なつ子さん（立教大学教授）

■参加費：無料

■日時：６月２０日（木）10：20 ～ 11：50

■持ち物：筆記用具
男性・女性の健康について考える講座です。

■会場：研修室 ■対象：どなたでも 100 名

今回は、白内障・緑内障・加齢黄斑変性などいわゆる “ 目

■参加費：無料

の病気 ” に着目し、その病態や日常生活で気をつけたい予防

※詳しくは P7 をご覧ください。

法、罹患してしまった場合の治療法
市民企画講座
「暮らしの中にハーブを

などについて学習し、男女において
モイストポプリを作ろう！」

目のコンディションとこれからの人
生、双方が視界良好となるような機
会とします。

■講師：岸本敏子さん（アロマテラピーアドバイザー・ハー
ブコーディネーター）
■日時：６月２８日（金）13：30 ～ 15：00
■会場：調理実習室 ■対象：どなたでも 10 名

今井 雅仁さん

■参加費：1,500 円（2 個分の材料費） ■持ち物：はさみ
モイストポプリとは、フランス風のポプリで生乾きの材料
を塩で保存して熟成させたものです。お部屋の芳香剤として

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。

使われます。
※キャンセルは、６月２１日までに
ご連絡ください。２２日以降からは
参加費をご負担していただきます。
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