
自主事業
「手作りこんにゃく」

■講師：お豆の会（生活研究グループ）
■日時：12 月 3 日（土）9：30 ～ 12：00
■会場：調理実習室　■対象：どなたでも 15 名　
■参加費：300 円（材料代）
■持ち物：エプロン・三角巾・ビニールの手袋・お持ち帰り
用入れ物（ビニール袋でも OK）
昔は家庭でよく作られていたこんにゃくを作ってみません
か。からだにやさしい健康的な食べ物です。手作りはとても
美味しいですよ。

市民企画事業「レモングラスの正月飾り」

■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：12 月 7 日（水）13：00 ～ 15：30
■会場：調理実習室　■対象：どなたでも 15 名
■参加費：2,500 円（材料代）
■持ち物：園芸はさみ、ボンド、
エプロン・お持ち帰り袋
さわやかなレモングラスを使ったしめ
縄作りです。新たな気持ちで迎えるお
正月にふさわしい素敵な飾を作ってみ
ませんか。

自主事業「和紙ちぎり絵の干支飾り」

■講師：乗松登美子さん（しゅんこう認定講師）
■日時：12 月 9 日（金）10：00 ～ 12：00
■会場：工芸美術室
■対象：どなたでも 12 名
■参加費：800 円（材料代）　
■持ち物：工作用はさみ（持参できる方）・
お手拭きタオル
来年は酉年です。和紙をちぎって干支飾
りを作ってみませんか。玄関や居間に
飾って新年を迎えましょう。

市民企画事業「手作りおせち料理」

■講師：栗田恭子さん　（管理栄養士）
■日時：12 月 15 日（木）10：00 ～ 12：30
■会場：調理実習室
■対象：どなたでも 25 名　
■参加費：500 円（材料代）　
■持ち物：エプロン・三角巾（バンダナ OK）・お持ち帰り用
容器

今年もおせち料理を考える季節になりま
した。毎年、好評の講座です。レパート
リーを増やして華やかな食卓で新年を迎
えましょう。
メニュー：煮焼き豚、シューの皮づめ、
生姜カン

子育て応援講座
「わくわくリトミックランド」

■講師：佐野貴子さん・長洞まゆさん（リトミッククラブぽっ
け主宰）
■日時：12 月 16 日（金）10：30 ～ 11：30
■会場：研修室　■対象：未就園児と保護者 15 組
■参加費：無料　■持ち物：汗拭き
タオル・飲み物
音楽が好きな子・体を動かすのが好
きな子・みんな集まれ！！おやこで
歌い、楽器をならして、音楽ゲーム
で楽しみましょう。

市民企画事業「ベビーマッサージ＆パパ・ママヨガ」

■講師：ゆき（マッサージ）＆由紀（ヨガ）
■日時：１月８日（日）10：00 ～ 12：00
■会場：茶華道室＆音楽室
■対象：生後 3 か月～ 2 歳未満の子どもと保護者 10 組
■参加費：無料
■持ち物：ヨガマットまたはバスタ
オル、運動のできる服装
ベビーマッサージによる「語りかけ・
笑顔・タッチ」で赤ちゃんと幸せな
時間を過ごした後は、パパとママも
ヨガで運動不足解消とストレス発散
しましょう。

自主事業「クリスマスコンサート」

■日時：12 月 23 日（金）13：30 ～ 14：30
今年も素敵な音楽とともに楽しいクリスマスを過ごしましょ
う！　詳細はぴゅあ峡南まで。

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
「Welcome to 都留お互いの国のことをもっと知ろう！」

■講師：都留文科大学国際交流センター留学生
■日時：12 月 4 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
各国の男女平等意識と現状について、都留文科大学国際交流
センターの留学生にお話していただきます。留学生の視点か
ら見た、私たちの国を知り、また他国のことを学んで理解を
深めましょう。

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！」

■講師：宮脇恵子さん
■日時：12 月 7 日（水）10：00 ～ 11：30
■会場：団体連絡室
■対象：未就園児 0 ～ 3 歳の子と保護者 10 組
■参加費：500 円 ( 材料費として）
■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！

男の料理教室
「簡単で美味しい！男の料理教室」

■講師：長田文江
■日時：12 月 10 日（土）9：30 ～ 12：00
■会場：調理実習室
■対象：男性 30 組
■参加費：700 円 ( 材料費として）
７品のおせち料理に挑戦します。

市民企画講座
「親子で遊ぼう！
クリスマスコンサート＆クリスマスケーキデコ☆」

■日時：12 月 21 日（水）10:00 ～ 12:00
■会場：大研修室
■対象：親子 50 名
■参加費：600 円（ケーキデコレーション・プレゼント代）
■企画：こぐまクラブ
都留文科大学吹奏楽部の皆さん
によるクリスマスコンサート♪
演奏会の後は、クリスマスケー
キをデコレーションしましょ
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Ⅲ」　

① 資金調達について知ろう
・資金はどうしたらいいの？
・資金計画のポイントと金融機関との付き合い方
■日時：12 月 3 日（土 ）13:30 ～ 15:30
② 補助金、助成金などの公的資金制度や小規模事業者への補
助金制度を活用しよう　
・どんな助成制度があるのだろう　　
・公的助成と小規模事業者への補助制度　
■日時：12 月 10 日（土 ）13:30 ～ 15:30
③ビジョンは重要！・・・すべてはそこから始まる
・事業計画の立て方　事業計画、経営計画作成の手ほどき
■日時：2017 年 1 月 14 日（土 ）13:30 ～ 15:30
■講師：樋口勝さん（ 財務・資金調達コンサルタント、相続
診断士）
■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
とします）30 名　■受講無料

子育て応援講座「男の子の子育て教室」
学童期「小学校時代の男の子のあるあるについて」

■日時：1 月 14 日（土） 10：30 ～ 12：00
■会場：団体連絡室
■対象：どなたでも 20 名
■受講無料
■講師：海野聖子（都留市立病院助産師）
小学生になり、少しずつ「性」にめざめていく息子にどう接
していけばいいでしょうか？一緒に考えましょう。

自主事業「子ども書道体験教室」

■講師：井川 蓮水さん
（書道・硬筆師範、生涯学習インストラクター）
■日時：12 月 27 日（月）、1 月 9 日（火）
10:00 ～ 11:30 ( 小学校１～３年生）
13:00 ～ 14:30（小学校４～６年生）
■会場：団体連絡室
■対象：小学生（2 日間参加可能な方）各回 20 名
■参加費： 1,000 円
■持ち物：小学１・２年生　鉛筆、書き初めの練習用紙 10
枚　小学３～６年生　書道道具一式（墨汁、半紙 40 枚）

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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ぴゅあ主催講座れぽーと
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　「自分らしく　誰もが輝いて暮らせる地域を」のテーマ
のもと、10 月 16 日（日）にぴゅあ峡南フェスティバル
2016 の記念講演会が開催されました。
　講師は露の団姫さん。落語家にして天台宗の僧侶。ツル
リと丸めた頭に袈裟を着て現れたときのお姿は「一休さん」
のようで、古典の小噺をしながら、会場にいるみんなを「一
流のお客さん」とおだてながら引き込んでいきました。笑
いの渦の中へ…。
　ところで、落語家やお坊さんは男
社会というイメージがありません
か？そんな中で、露の団姫さんは「職
業は落語家、生き方は尼さん」とい
う独自の人生を歩んでおられるので
す。それには次のような体験がきっ
かけになったとのことです。その一
つは、3 歳の時の祖父の死にありま
した。「人間は死んだらどこへ行く
の？」と祖母に聞いた時、「焼きに
行く」との答え。「じゃあ、人間の
魂はどこへ行くのだろう？」という
不安が残ったそうです。
　もう一つは、中学 2 年生のクラブ
活動の時のことです。男子部員の試
合に「女子は大会のお茶くみをしな
さい」と言われ、どうしてお茶くみ
が性別で決まるのか尋ねると、「昔
からお茶は女が入れるものだ！」と
怒られたそうです。それはおかし
い？それから世の中にはいろんな差
別があることを知り、悲しい気持ち
になったそうです。
　この 2 つのことが頭にあった露の
団姫さんは、高校生なった時、まず落語好きの両親の影響
で「落語家」になるという夢が生まれました。そして同時
期に「死んだらどうなるの？」の答えを探すため、宗教の
勉強を始めたそうです。聖書やコーランなどを勉強してい
く中でお釈迦様に出会い、「すべての命は、みんな、平等
で大切な命」であることを教わり、仏教の中でも法華経が
好きになったそうです。その後、「死にたい」と思うよう
な事件に巻き込まれた露の団姫さんが「死のう」と思った
時、お釈迦様の「命は殺してはいけない」という教えを思
い出し、死の誘惑に打ち勝つことができたのだそうです。

このことを機に、この仏教の教えを人々に知らせたい、と
お坊さんになることを決めたとのことです。
　高校卒業後、3 年間修業して落語家に。古典落語をやり
ながら仏教を広めようと仏教落語も自作。そしてクリス
チャンである男性と出会い、結婚。と、聞いた時、私は

「えっ？」とちょっと不思議に思いましたが、みんな違う
人間なのだから、信仰が違って当たり前、という広い心が
あることを知りました。互いに信仰心を持っていること

で絆が深まったようです。結婚して
半年が過ぎたころ、お坊さんになる
チャンスが訪れ、修行を経て尼さん
になり、それ以来、落語を通じて信
仰の大切さ、仏教の素晴らしさを広
めようと活動されているとのことで
す。
　講演はとても面白く、楽しみなが
らいろんなことを学ばせていただき
ました。最初の小噺「ホトケは君を
ホットけない」は 4 年前に作った落
語。元暴走族の金髪の少年が、コン
ビニの帰りにバナナの皮に滑って転
んで、打ち所が悪く死んだところか
ら始まりました。三途の川を渡るの
に必要な六文銭がないために、スー
パーで働くことになり、中を案内さ
れます。そこにはいろんな仏さんが
働いていたのです。それぞれの得意
分野を生かして…。そして落ちは

「“ カミ（髪）” よりも “ ホトケ ” の
道を選びます」でした。
　私たち人間も、自分の特性を活か
して、自分の持ち場で頑張らなくて

は、と思いました。
　法華経の中に “ 平等 ” という考えがあることも知りまし
た。“ 山川草木 ” すべてのものに平等に雨を降らせるよう
に…。また、「何々だから、何々でなければならない」と
いうくくりを取り、「何々」である前に、一人の人格であ
ることを優先し、自分の中でベストを尽くして生きてほし
いと話されました。「自分らしく」自分を肯定して生きて
いる露の団姫さんのお姿に感銘を受けました。

レポート：樋口高子（ぴゅあ企画・運営サポーター）

「ぴゅあ峡南フェスティバル 2016」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
つゆの ま る こ

の団姫さん（落語家）



【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

ぴゅあ・いんふぉめーしょん　

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。

人生は、時にはコーヒー一杯の暖かさの問題なのだ　　リチャード・ブローティガン

good idea
山梨県立男女共同参画推進センター
出前講座を活用してみませんか ?

山梨県立男女共同参画推進センター
出前講座を活用してみませんか ?

ぴゅあ3館では、男女共同参画に関する講座をお住まいの地域で企画開催したい

みなさんを応援します！「こんな講座があったらいいな…！」そんな思いを出前

講座で実現し、学びの機会を地域・職場・学校の仲間と共有しませんか？

ぴゅあ3館では、男女共同参画に関する講座をお住まいの地域で企画開催したい

みなさんを応援します！「こんな講座があったらいいな…！」そんな思いを出前

講座で実現し、学びの機会を地域・職場・学校の仲間と共有しませんか？

◇ぴゅあのお手伝い
・企画、運営のアドバイス
・講師や先生の紹介
・経費の一部負担
当センターのミッションに合致しないものは、
お断りさせていただくこともあります。

◇ぴゅあのお手伝い
・企画、運営のアドバイス
・講師や先生の紹介
・経費の一部負担
当センターのミッションに合致しないものは、
お断りさせていただくこともあります。

◇こんな講座が出来ます
・男女共同参画（ワークライフバランスなど）
・教育、子育て、いのちの学習、誕生学
・DV、デートDV、セクハラについて
・社会問題（環境、災害・防災、貧困、福祉など）

◇こんな講座が出来ます
・男女共同参画（ワークライフバランスなど）
・教育、子育て、いのちの学習、誕生学
・DV、デートDV、セクハラについて
・社会問題（環境、災害・防災、貧困、福祉など）

詳しくはお住まいの地域のぴゅあにご相談ください。


