
パソコン講座
初歩のワード

■講師：若林秀信さん・パソコンサークル会員
■日時：6 月 10 日・17 日・24 日（火）
10：00 ～ 12：00　　■会場：研修室　
■対象：一般 15 名　■参加費：無料　
■持ち物：パソコン office2003 以上・筆記用具
初歩のワード講座で文章作りの基本を学習しませんか。
「以前、やったけど忘れちゃった」と言う方、「パソコン
　初めて」と言う方お待ちしています。講師が丁寧に指導
してくれるので心配はいりません。

男女共同参画推進月間記念講演会
熟年パワーで家族再生＆ニッポン再建

■講師：宮本まき子さん（家族カウンセラー）
■日時：6 月 12 日（木）10：20 ～ 11：50　
■会場：研修室
■対象：一般 100 名
■参加費：無料　
少子高齢化・人口減少社会への移行が
進む中で、男女が安心して協力しあっ
て子育てができる環境や次代の男女共
同参画社会を担う子どもたちをどのよ
うに育成するのかを学びます。

市民企画講座　手話＆ステップ

■講師：矢野弓子さん・矢野とし子さん
■日時：6 月 14 日（土）13：30 ～ 15：00　
■会場：研修室　■対象：一般 20 名　■参加費：無料　
ステップを踏みながら歌詞にあわせて手話をします。手と
足を動かすので、脳の活性化に役立ちます。歌いながら楽
しくカラダを動かしてみませんか。　
＊子どもから大人までどなたでも参加できます。

子育て応援講座　親子 3B 体操

■講師：飯島貴子さん ( 日本 3B 体操協会公認指導士 )
■日時：6 月 19 日（木）10：30 ～ 11：30　
■会場：研修室　■対象：未就園児の親子 20 組
■参加費：無料　■持ち物：飲み物・汗拭きタオル
親子、子ども同士のコミュニケーションやココロやカラダ
の健やかな成長を図る講座です。

子育て応援講座　これって反抗期？

■講師：家庭教育支援チーム“ラ・ペジブル”
■日時：6 月 22 日（日）10：30 ～ 12：00　
■会場：研修室 ■対象：一般 25 名　■参加費：無料　
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受講申込みは、　
TEL:0556-64-4777　FAX:0556-64-4700
E-Mail　danjo-c ＠ yamanashi-bunka.or.jp まで。
掲載講座は託児サービスあり（無料・3 日前までに予約）
詳しくはぴゅあ峡南までお問合せください！

ぴゅあ峡南　これからの事業

この講座では、ふだんの生活の中での親子の会話を振り返
っていきます。「これって反抗期？」と感じることがきっ
とあると思います。みんなでわいわいと話をしながら一緒
に考えていきましょう。

自主事業
ハーブ石けん＆アロマスプレーを作ろう

■講師：小澤千寿子さん
（ＪＨＳ上級ハーブインストラクター）
■日時：6 月 25 日（水）13：00 ～ 15：00　
■会場：調理実習室　　■対象：一般 20 名　
■参加費：一人 2,000 円（受講料・材料代）
■持ち物：エプロン・持ち帰り用ビニール袋・筆記用具
梅雨の気分転換はハーブの香りがオススメです。ハーブテ
ィーを飲みながら、ハーブの石けんとヒノキのアロマスプ
レーを作って、さわやかに梅雨をすごしませんか。
＊アロマスプレーの精油は南部町産のヒノキの精油を使用
する予定です。

市民企画講座
魚市おさかな学校　～するめイカ編～

■講師：守屋若奈さん ( 料理研究家 )
■日時：6 月 29 日（日）10：00 ～ 13：00
■会場：調理実習室　■対象：親子・家族など 30 名
■参加費：一人 800 円（材料代）
■持ち物：エプロン・三角巾・お手拭きタオル・筆記用具
魚の国のしあわせプロジェクト！
今回は、するめイカを使った料理を作ります。料理好きの
方なら男女を問わず大歓迎です。親子での参加もお待ちし
ています。
※参加されたお子様には修了書を授与いたします。

家族のための健康セミナー
お父さんもセルフメンテナンス

■講師：高木里紗さん（整体処「りらく」代表）
■日時：７月４日・18 日（金）19：30 ～ 21：00　
■会場：研修室　■対象：一般 20 名　■参加費：無料
■持ち物 : 汗ふきタオル・飲み物・ヨガマットまたはバス
タオル　
仕事や家事・農作業で疲れた体をリフレッシュしませんか。
無理のないゆったりとした動きで健康を維持しましょう。
参加すればちょっとしたコツを覚えられます。



男女共同参画推進月間記念事業
育児をしながら私らしさを生かすキャリアを見つけよう

■講師：真山美雪さん
（株式会社ビジヨンテック代表取締役）
■日時：6 月 7 日（土）13：30 ～ 15：30
■会場：大研修室
■対象：一般 100 名　
■参加無料
日本航空客室乗務員と
してのキャリアや、海
外での生活・子育てか
ら得た経験談を交えな
がら、女性の仕事と家
庭の両立や、コミュニ
ケーションのあり方な
どについてお話しいた
だきます。

男女共同参画推進月間事業
ぴゅあ富士管内市町活動団体活動成果展示
ぴゅあ富士カジダン、イクメン写真展

■期間：6 月 1 日（日）～ 30 日（月） 
 9：00 ～ 17：00（9 日・23 日は休館日）
■会場：1 階ロビー
ぴゅあ富士管内の市町男女共同参画推進委員会や県内各
所で男女共同参画活動をしている民間団体の日頃の活動
成果を展示します。
また、家事や育児に積極的に参加する男性の頑張る姿を
展示します。

市民企画講座
いのちのおはなし ～つなぐこと、伝えること～

■講師：つくい助産院院長　長　愛子さん
■日時：6 月 1 日（日）10：30 ～ 12：00
■会場：大研修室
■対象：一般（特に子育て中の方）
■参加費：300 円
助産師の立場から、いのちのつながりや
生きていく中で知っておきたいことを中
心にお話しをしていただきます。
また、子育てや自分の体のことなど色々
な話題をシェアしていくシェアタイムも
行います。
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受講申込みは、
TEL:0554-45-1666　FAX:0554-45-1663
E-Mail　danjo-c ＠ yamanashi-bunka.or.jp まで。
掲載講座は託児サービスあり（無料・3 日前までに予約）。
詳しくはぴゅあ富士までお問合せください！

ぴゅあ富士　これからの事業

市民企画講座　
うちわで作ろう☆七夕飾り

■講師：こぐまクラブ
■日時：7 月 2 日（水）10：00 ～ 12：00
■会場：視聴覚音楽室
■対象：未就園児（0 ～ 3 歳）
の親子　30 組 60 名
■参加費：300 円
うちわでとても可愛い七夕飾
りを作ります。小さなお子さ
んでもママと一緒に楽しめる
工作です。

夫婦で学ぶ介護講座③　
認知症サポーター養成講座

■講師：都留市地域包括支援センター職員
■日時：7 月 3 日（木）13：30 ～ 15：30
■会場：大研修室
■対象：一般　■参加費：無料
介護講座シリーズの 3 回目
は、認知症についての正し
い知識やつきあい方につい
ての講座を開催します。
なお、講座を修了すると、
認知症を支援するサポータ
ーの証しとして、オレンジ
色のブレスレット「オレン
ジリング」が贈呈されます。

男女共同参画スキルアップ講座 ① ②

男女共同参画地域課題解決の取り組み事例Ⅰ
■日時：7 月 17 日（木）　13：00 ～ 15：00
■会場：大研修室
■対象：ぴゅあ富士管内市町村男女共同参画推進委員、
担当職員、男女共同参画活動団体等　100 名
男女共同参画地域課題解決の取り組み事例Ⅱ
■日時：9 月 18 日（木）　13：00 ～ 15：00
■会場：大研修室
■対象：ぴゅあ富士管内市町村男女共同参画推進委員、
担当職員、男女共同参画活動団体等　100 名


