
女性の活躍支援講座
「手作りアロマバスボム講座」

■講師：佐野久美子さん（AEAJ アロマセラピスト）
■日時：10 月 21 日（金）10：00 ～ 12：00
■会場：団体連絡室　■対象：女性 10 名　
■参加費：1,000 円（材料代）
■持ち物：筆記用具、お手拭きタオル、ビニール袋
毎日の疲れを癒して太陽のように
明るい女性になれたら素敵です。
手作り入浴剤のバスボムで極上の
入浴タイムを過ごしてみません
か。
※キャンセルは 10 月 14 日まで
にご連絡ください。15 日からは
有料になります。

市民企画講座
「楽しく手作り　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：10 月 29 日（土）9：30 ～ 12：30
■会場：調理実習室　
■対象：どなたでも 15 名　男性の参加大歓迎　
■参加費：1,000 円（材料代）　
■持ち物：エプロン・ハンドタオル・筆記用具
きびパン、ゴボウ＆チーズパンを
作って試食します。お持ち帰りも
あります。みんなで楽しく作って
みませんか。
※キャンセルは 10 月 22 日まで
にご連絡ください。23 日からは、
有料になります。

自主事業「草木染め教室」
マメ科の植物、蘇芳（スオウ）を使って染めてみよう

■講師：雨宮加代子さん（草木染め講師）
■日時：11 月 19 日（土）9：30 ～ 12：00
■会場：調理実習室　
■対象：高校生以上 12 名　
■参加費：1,800 円

（染め物 1 枚につき）　
■持ち物：エプロン・ゴム手袋（厚
めの台所用手袋）・マスク・筆記用
具・ビニール袋（作品持ち帰り用）

古来よりの染め物と言えば、自然の草木を使った染めの技法
です。天然の染料による染色をとおして、合成染料にも負け
ない鮮やかな自然の色の美しさや先人の知恵を体験しましょ
う。
※キャンセルは 11 月 10 日までにご連絡ください。11 日か
らは有料になります。

「ぴゅあ峡南フェスティバル 2016」
テーマ「自分らしく　誰もが輝いて暮らせる地域を」

■日時：10 月 16 日（日）9：00 ～ 15：30
■会場：ぴゅあ峡南全館
■参加無料
各市町村の男女共同参画推進への取り組みや当センター利用
団体による活動発表・展示・交流体験コーナー、バザーやフ
リーマーケット、呈茶席、シャボン玉コーナーなど、子ども
から大人までどなたでも楽しめるプログラムを多数用意して
います。
記念講演会　「女らしくなく　男らしくなく　自分らしく」
■講師：露の団姫さん
■日時：10 月 16 日（日）
13：45 ～ 15：15
■会場：研修室
テレビ・ラジオでも活躍中の落語家、露
の団姫（つゆのまるこ）さんによる「女
らしくなく　男らしくなく　自分らし
く」と題した記念講演会を開催いたし
ます。

お申込みは、
TEL:0556-64-4777　FAX:0556-64-4700
pure-kyonan@yamanashi-bunka.or.jp
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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市民企画講座
「親子で遊ぼう☆ハロウィンパーティー」

■日時：10 月 26 日（水） 10:00 ～ 12:00
■会場：レクリエーション室
■対象：未就園児（0 ～ 3 歳児）お子様と保護者 40 組
■材料費：500 円（仮装グッズ・お菓子代）
■企画：こぐまクラブ
色々な仮装グッズで変身します！お菓子もご用意していま
す。みんなで楽しく遊びましょう～！

 
子育て応援講座「親子でリトミック」

■日時：11 月 5 日（土）10:30 ～ 12:00
■会場：視聴覚音楽室
■対象：小学校１年生～３年生のお子様と保護者 10 組
■参加無料
■講師：塚原ゆき恵さん
みんなでオリジナルのおはなしをつく
り、それに音楽をつけて発表します。
世界にひとつだけの物語をみんなでつ
くりましょう。
  

市民企画講座
「my home town 未来予想図 talking@ 都留」

■日時：11 月 6 日（日）13:30 ～ 15:30
■会場：視聴覚音楽室
■対象：どなたでも 30 名　■参加無料
■企画：若武者
■ファシリテーター：小笠原祐司さん（NPO 法人 bond place
代表理事）

「未来の地元のありたい姿をみんなで話しましょう！」未来
を想像して、活動的な地元になるためのワークショップを開
催します。都留在住の大学生を中心としたグループの企画で
行います。

　
市民企画講座

「親子のえがお研究クラブ（にこ研）・ママ交流会
ポーセラーツで世界に一つだけのプレートを！」

■日時：11 月 9 日（水）10：00 ～ 11：30
■会場：団体連絡室
■対象：未就園児 0 ～ 3 歳のお子様と保護者 10 組
■材料費：500 円

■講師：中野三佳さん　■企画：親子のえがお研究クラブ
自分でデザインしたお皿を作るポーセラーツにチャレンジし
ます。子育てのお話などをしながら楽しく過ごしましょう！

女性のエンパワーメント
「スモールビジネス・スタートアップⅡ」　

スモールビジネス起業の知識
① 組織や会計など最初に知っておきたいこと
■日時：11 月 19 日（土 ）10:00 ～ 12:00
■定員：30 名
・どんな組織が良いの？～合同会社、株式会社、一般社団法人、
NPO それぞれの特徴とメリット
・スモールビジネスのための会計、税務申告、最初に知って
おく知識
・インターネットを使って、起業や会計を簡単に！
・起業支援の制度　～都留市の場合～
② 個別相談会
■日時：11 月 19 日（土 ）13:00 ～ 15:20
■ 講師：前田安正さん（税理士・行政書士）
■会場：団体連絡室
■対象：スモールビジネスの起業に興味の
ある方（女性優先）6 名 ( 先着順）
■参加無料

子育て応援講座
見て、聴いて、あそんで！みんなで楽しい！

「こどもの広場」

■日時：11 月 13 日（日） 11:00 ～ 14:30
■会場：大研修室
■対象：幼稚園児・保育園児・小学生と保護者 60 名
■参加費：無料
■指導：都留文科大学児童文化研究部のみなさん
都留文科大学の学生が、よみきかせや、大型紙芝居、クイズ
などをご用意してみなさまのお越しをお待ちしています。
ご参加お待ちしております。

お申込みは、
TEL:0554-45-1666　FAX:0554-45-1663
pure-fuji@yamanashi-bunka.or.jp
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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ぴゅあ峡南・ぴゅあ富士フェスティバル開催のお知らせ

【活動発表】　
１部　9：40 ～ 12：05　２部　12：35 ～ 13：30　
・発表団体：なんぶ少年少女合唱団、市川三郷町消費生活研究会、
しのいグリー、華陽会、太極拳愛好会．MMEG、劇団さくらっ子、
ニューフレンズ

【ふれあいひろば】　9：40 ～ 13：00
手作り食品、手作り小物、陶芸作品、遊休品、木工製品・フェ
アトレード品・手作りパン・エコタワシなどの販売

【体験ひろば】　11：00 ～ 13：00　
カレンダー作り．美容体験．プラバン作り．呈茶席

【子どもコーナー】
折り紙あそび　シャボン玉あそび　風船あそび

【展　示】　9：00 ～ 15：00　
書道． 写真．和紙ちぎり絵．男女共同参画川柳．峡南地区５町
の男女共同参画の活動．カジダン＆イクメン募集写真．パッチ
ワーク、手作りかごなど

【記念講演会】13：45 ～ 15：15
「女らしくなく、男らしくなく、自分らしく」
講師：露の団姫（つゆのまるこ）さん

静岡県出身、兵庫県尼崎市在住。上方落語協会所属。
高校卒業を機に「究極のひとり芝居」である噺家になるため大
阪へ移り、2005 年 3 月 7 日に露の団四
郎に入門。同年 8 月、大師匠にあたる 2
代目露の五郎兵衛宅で住み込みでの内弟
子修行を始める。「女流という枠にとら
われず芸によって性差を超えられる名人
になる」がコンセプト。2008年3月7日、
修行を終え、 天満天神繁昌亭はじめ、テ
レビ・ラジオ・高座で活躍中。

ぴゅあ峡南フェスティバル 2016
「自分らしく　誰もが輝いて暮らせる地域を」

10 月 16 日（日）9：00 ～ 15：30

【開会式】　　22 日 9：30 ～
【活動発表】　22 日 10：00 ～ 16：00　
 　　23 日 10：00 ～ 12：15
市町村男女共同参画推進委員会や活動、利用団体の発表

【バザー・フリーマーケット】　22 日 /23 日両日
新品から有休品、ハンドクラフト、フェアトレードグッズ、
ネイルケアなど盛りだくさんで開催。

【体験コーナー】
・非常食カップケーキ作り
・防災グッズ作り
・フラダンス体験
以上、22 日 10：00 ～
・こぐまクラブの子ども縁日：23 日 10：00 ～
【パフォーマンス】
・江戸の大道芸　22 日 11：30 ～
・忍者 fujiyama　23 日 11：40 ～

【記念講演会】　23 日 14：00 ～ 15：30
「男女のパフォーマンスの最大の違い」
～感情が大切な女、事実中心の男～
・「パフォーマンス学」を知っていますか？
・「非言語表現」男と女でこんなに違う！
・ やってみよう！「笑顔効果」　
講師：佐藤綾子さん
日本大学藝術学部教授、「佐藤綾子の
パフォーマンス学講座」主宰、社団法
人パフォーマンス教育協会理事長。
1980 年に日本で初めて社会学的用語
として「パフォーマンス」を導入し、「パ
フォーマンス学」の第一人者として活
躍する佐藤綾子さんによる貴重な講演
会です。

ぴゅあ富士フェスタ 2016
「認め合い 個性生かそう 参画社会」

10 月 22 日（土）10:00 ～ 16:00・23 日（日）9:00 ～ 15:30

@vectorportal 
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【編集・発行】公益財団法人やまなし文化学習協会　（山梨県立男女共同参画推進センター指定管理者）

殴る、蹴る、髪をひっぱる、大声で怒鳴る、交友関係を制限する、生活費を渡さない、
性行為や中絶の強要 .....。
暴力には様々な形があり、性別、年齢、国籍を問わず、許されるものではありません。
あなたと、あなたの大切なひとを守るために、わたしたちがサポートします。
ひとりで悩まず、ご相談下さい。相談は無料、秘密は厳守します。

●　配偶者暴力相談支援センター（山梨県女性相談所）
　　電話 055-254-8635　毎週月曜日～金曜日 9：00 ～ 20：00
●　配偶者暴力相談支援センター（山梨県男女共同参画推進センター・ぴゅあ総合）
　　電話 055-237-7830　第２・４月曜日を除く 9：00 ～ 17：00
●　山梨県警察総合相談室（または最寄りの警察署）
　　電話 #9110（緊急の場合は 110 番通報を！）
●　女性の人権ホットライン（甲府地方法務局人権擁護課）
　　電話 0570-070-810 毎週月曜日～金曜日 8：30 ～ 17：15
●　男性総合相談（山梨県立男女共同参画推進センター・ぴゅあ富士）
　　電話 0554-56-8742 毎月第 1 月曜日  13：00 ～ 17：00

アンシンシテ、
ソウダンシテネ。

DV相談機関のごあんない

いんふぉめーしょんぴゅあ・いんふぉめーしょん　

ぴゅあh�n�ma��マルシェぴゅあh�n�ma��マルシェ
7月にぴゅあ総合で開催された「めざせ！女性起業家セミナー」を受講された女性たちによる、
トライアルショップ・イベントです。商品はハンドメイド。洋服やアクセサリーなどの服飾品
から普段使い出来る便利な日用雑貨品まで。手づくり体験などのワークショップも出店します。
あなたのお気に入りショップを見つけてください。そして、ガンバル女性を応援してください。

11月 27日（日）10：00～ 14：00
ぴゅあ総合 1階ギャラリー

おいしいお茶と日替わりランチ　ぴゅあ総合 1階　マンマ・ゴッソ

日替わりランチ￥750、パスタ/カレー￥780～、ドリンク￥300～　団体予約もお受けします。

人生で起こることは、すべて、皿の上でも起こる。　－ドラマ「王様のレストラン」より


