
自主事業
「知って良かった！相続と贈与の大切な話」

■講師：矢ケ﨑京子さん（野村證券 甲府支店 ファイナンシャ
ル・コンサルティング課 課長）
■日時：10 月 6 日（金）13：30 ～ 15：30
■会場：小研修室１
■対象：どなたでも
■定員：40 名
■受講料：無料（要事前申込）　　■託児：あり（要予約）
いざという時の留意点や争わないための工夫などについて、
専門家にわかりやすくお話をしていただきます。不安を解消
するためにもこの機会に一緒に学びませんか。　

女性の活躍支援講座（3 回シリーズ）
「輝く女性のための キャリアアップレッスン」

①肌とカラダの健康編
■講師：藤山陽子さん（メノポーズカウンセラー）
　　　　野田和美さん
　　　　（日本エステティック協会認定エステティシャン）
■日時：10 月 26 日（木）19：00 ~ 20：30
② 2017 トレンドメイク編
■講師：町田波留美さん（専門学校メイク講師）
■日時：11 月 16 日（木）19：00 ～ 20：30
③ビジネスマナー編
■講師：冨岡美代子さん（アルソア本社㈱ 教育・育成部 部長）
■日時：12 月 14 日（木）19：00 ～ 20：30
―以下３回共通―
■会場：小研修室 1　■対象：働く女性、就活中の女性 30 名
■受講：無料　■持ち物：筆記用具
※①②③いずれかの受講も可能です。事前に予約をお願いします。
今、「女性の活躍」が求められています。目標へと進む女性
が様々な角度から自分を見つめなおすだけではなく、自身の
キャリアを豊かにブラッシュアップするためのトレーニング
講座です！

女性活躍支援講座
「女性起業家の働きたい！稼ぎたい！を応援するマネー講座」

■講師：尾方智紀さん（尾方智紀税理士事務所 所長）
■日時：10 月 28 日（土）10：00 ～ 12：00
■会場：小研修室１
■対象：起業している女性、起業を考えている女性
■定員：40 名
■受講料：無料（要事前申込）　　■託児：あり（要予約）　
いくら稼いだら申告するのか、確定申告の基礎知識や必要経
費の種類や計上法などについて税理士にわかりやすくお話し
していただきます。どうぞお気軽にご参加ください！

自主事業
「子育てママに効く ストレッチポール・エクササイズ」

■講師：Sachi さん（TAIKAN インストラクター）
■日時：10 月 25 日（水）・11 月 8 日（水）10：00 ～ 11：30
■会場：レクリエーション室
■対象：子育て中の女性　15 名（要事前予約）
■参加費：500 円　　■服装：動きやすい服装
■持ち物：タオル、飲み物　■託児：あり（要予約）
カラダの奥深くに眠る “ 体幹 ” を鍛えるきっかけをつくりま
しょう！ストレッチポールを使ったエクササイズで、この歪
みを矯正しませんか？

普及・啓発事業 
「やまなしの女性史を学ぶ～女性の歩みと「憲法」～」

①「母の生き方・私の生き方 ～戦前から戦後へ～」
■ゲスト：三森みね子さん、小野鈴枝さん（母・娘）
　　　　　浅川玲子さん、飯窪さかえさん、深澤勢子さん
■コーディネーター：池田政子さん　（プロジェクト代表・
山梨県立大学名誉教授）
■日時：11 月 11 日（土）13：30 ～ 16：30
■会場：小研修室 1
②「日本国憲法と女性の生き方～これまでとこれから～」
■講師：浅倉むつ子さん

（早稲田大学大学院教授・ジェンダー法学会理事）
■日時：11 月 25 日（土）13：30 ～ 16：30
■会場：小研修室 1　■対象：どなたでも
■託児：あり（要予約）■定員：各回４０名　■受講：無料

普及・啓発事業
男女共同参画ネットワークセミナー・実践講座

「男女共同参画の視点から 防災対策・災害対応を考える」

■講師：斉藤節子さん（ぴゅあネットやまなし　代表）
　　　　小野康樹さん（南アルプス市社会福祉協議会）
■日時：11 月 14 日（火）13：30 ～ 15：00
■会場：小研修室 1　■定員：40 名（要事前予約）■参加無料
■対象：市町村男女共同参画担当者、男女共同参画推進委員、
民間活動団体の方々、一般県民

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。

4

ぴゅあ総合　いべんと・かれんだー



市民企画講座
「若さと健康のヨガ教室」

■講師：早川　麻美さん（ヨガインストラクター）
■日時：10 月 7 日・14 日（土）14：00 ～ 15：00
■会場：研修室
■対象：20 名
■参加費：無料
■持ち物：フェイスタオル・飲み物
いつも元気に、いつも若々しく、毎日を楽しく過ごしましょ
う！体が固くても大丈夫！男性も大歓迎です。無理なく体験
できるヨガに挑戦しませんか？

男女共同参画ネットワークセミナー
男女共同参画実践講座

「このまちで暮らす～みんなで創る地域社会～」

■講師：石阪　督規さん（埼玉大学教授）
■日時：11 月 8 日（水）13：30 ～ 15：00
■会場：研修室
■対象：市町村推進委員、担当職員、活動団体、一般県民
■参加費：無料
人口減少、生活スタイルの多様化など、わたしたちが暮らす

「地域」の形も今までと同じではなかなか難しくなってきま
した。女性も男性も、みんなが参加し、創り上げる新しい形
の地域活動について考えてみませんか。

普及啓発事業　
男性にとっての男女共同参画

「メンズキッチン！パート 3」

■講師：栗田　恭子さん（管理栄養士）
■日時：11 月 11 日（土）10：00 ～ 12：00
■会場：調理実習室
■対象：25 名（女性も歓迎）
■参加費：500 円（材料費）
■持ち物：エプロン・三角巾・お手ふきタオル・筆記用具
■メニュー：芋ごはん、青菜の餃子スープ、肉まん
この講座では、料理初心者の男性、料理をとおして家族との
時間を充実させたい男性を応援します。カジダンめざして、
レッツクッキング！

普及啓発事業　
女性の活躍支援講座　パソコン講座

「ワード実践編～写真入り年賀状を作ろう！！～」

■講師：若林　秀信さん（協力：パソコンサークル会員）
■日時 11 月 14 日（火）・21 日（火）9：30 ～ 12：00
■会場：研修室
■対象：女性 15 名（2 日間参加できる方・男性も歓迎！）
■参加費：500 円（資料代）
■持ち物：パソコン offi  ce2007 以上・デジタルカメラまたは
写真データ・筆記用具
お気に入りの写真やイラストを取り込んで、オリジナルの年
賀状で新年のご挨拶をしませんか。楽しく年賀状を作りなが
ら、パソコンスキルも上達します！

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。
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レッツクッキング！



男の料理教室
「パパとじいじにおまかせ～ハロウィンクッキング」

■講師：長田文江さん（管理栄養士）
■日時：１０月７日（土）9：30 ～ 12：00
■会場：調理実習室
■対象：男性 24 名
■持ち物：エプロン、三角巾、手拭タオル
■参加費：700 円（材料費）（要事前申込）
季節やイベントを活用したメニューにより、家庭で実践でき
る男の料理教室です。料理は、家事参加の第一歩です。チャ
レンジしてみませんか。

市民企画講座
「女性の働き方ワークショップ」

■講師：小笠原祐司さん（NPO 法人 bond place 代表理事）
■日時：１０月１７日（火）10：00 ～ 12：30
■会場：大研修室
■対象：どなたでも 30 名
■参加無料（要事前申込）
おもちゃのレゴブロック
を使用し、自分自身を内観
して、仲間づくりもすすむ
ワークショップです。自分
の働き方について、楽しく
考えてみませんか。
　　　　　　　　　

女性の活躍支援講座
「スモールビジネス実践講座～思いを形に！私らしい企画書
の作り方」

■講師：すぎもと かおるさん（一般社団法人地域女性活動サ
ポートラボ代表理事）
■日時：１０月２６日（木）・１１月１０日（金）・２４日（金）
10：00 ～ 12：30
■会場：団体連絡室
■対象：一般女性 20 名（3 回参加できる方）
■参加無料（要事前申込）

「起業してみたいけど、自分に
できるか不安」「何から始めた
らいいか分からない」など、は
じめの一歩を踏み出すための
“ 前向きなきっかけ ” を手に入
れる講座です。あなたもチャレ
ンジしてみませんか！

市民企画講座
「オカリナアンサンブルミニコンサート」

■日時：１１月５日（日）14：00 ～ 16：00
■会場：１階ロビー
■対象：どなたでも 50 名
■参加無料
秋のひとときをしっとりしたオカリナの音色でココロをおだ
やかにしませんか。

男女共同参画ネットワークセミナー
男女共同参画実践講座

「女 ( ひと ) と男 ( ひと ) をつなぐコミュニケーション」

■講師：小林和美さん（交流分析士）
■日時：１１月９日（木）13：30 ～ 15：00
■会場：大研修室
■対象：市町村推進委員、担当職員、一般 50 名
■参加無料（要事前申込）
人とのコミュニケーションは、
生きていく上で欠かすことの
できないものです。「お互いが
分かり合うこと」「自分の気持
ちを上手に伝えること」「共感
し合うこと」など、良好な家
庭づくりや円満な夫婦関係を
あらためて考えてみませんか。

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。
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小林和美さん

すぎもとかおるさん


