
自主事業「ペーパークイリング体験教室」

■講師：佐々木綾子さん（Country Friends 認定ペーパークイ
リング講師）
■日時：12 月 9 日（土）9：30 ～ 11：30
■会場：美術工芸室　　 ■対象：どなたでも 12 名                   
■受講料：2,500 円（要事前申込）　　
■持ち物：はさみ、ボンド、作品を持ち帰る袋
手づくりのトピアリーを飾って、素敵なクリスマスを過ごし
ませんか？クイリングでお花を作り、高さ 16 センチのトピ
アリーに飾ります。木のコースター付きですので、玄関や窓
際など飾ることができます。ぜひこの機会に体験してみませ
んか。

ＤＶ問題を考える講演・報告・ディスカッション
「デートＤＶを防ぐために～身近な私たちがすべき支援～」

■講師：阿部真紀さん（認定ＮＰＯ法人エンパワメントかながわ理事長）
【報告・ディスカッション】
■パネリスト　伊藤美佳さん（山梨大学保健管理センター 学
生メンタルサポート室）、坂本まゆみさん（エンパワメント
アウロッキー）、清水美穂さん（女性の人権サポートくろー
ばー 代表）　　　　　　　　　　　　　　 
■コーディネーター：市川敏美さん（山梨県女性相談所 所長）
■日時：12 月 7 日（木）13：30 ～ 16：00
■会場：中研修室
■対象：県母子父子自立支援員、市町村家庭児童相談員、
保健師等行政関係者、民間支援団体、中学校・高等学校・大学・
各種学校関係者、ＤＶ問題に関心のある一般県民　60 名
■受講料：無料（要事前申込）　　■託児：あり（要予約）　
近年では、交際中の若い男女間に起こる暴力、いわゆる「デー
トＤＶ」が問題になっています。この講座では、配偶者間の
ＤＶも含め、暴力の予防と根絶をめざすため、若者層を対象
とした予防啓発の重要性と、官民ならびに教育関係との垣根
を越えた連携支援のあり方について、みなさんとともに考え
ます。

普及・啓発事業「サイエンスガールの未来を語ろう！」

①基調講演「見えなくてもすごいんです♡微生物に魅せられて」
■講師：乙黒美彩さん（山梨大学ワイン科学研究センター 助教）
②山梨大学の女子大生による大学生活および研究紹介プレゼン
■プレゼン：平野瑞木さん（大学院医工農学総合教育部修士課程）
蟹江沙耶さん（生命環境学部生命工学科 3 年）、阿部桃子さ
ん（工学部土木環境工学科 3 年）
③グループトーク
■日時：12 月 10 日（日）13：30 ～ 15：30
■会場：小研修室 1　　　
■対象：山梨県内在住の小学校高学年から高校生の女子生徒、

保護者、教職員も聴講可　30 名（要予約）
■参加費：無料　　■託児：あり（要予約）
将来理系への進学就職を考えている女の子たちの不安や疑問
を先輩たちが解消します！将来を考えるチャンスです。

リプロダクティブヘルスライツ「ベビ待ちカフェ」

■講師：小川達之さん（山梨大学医学部産婦人科 助教）
■日時：12 月 17 日（日）10：00 ～ 11：30
■会場：茶華道室
■対象：これから妊娠を希望する女性、ベビ待ちしている女
性や夫婦、2 人目を考えている女性や夫婦　25 名
■託児：あり（要予約）　■参加費：無料
妊娠について産婦人科ドクターにお話しをしていただきま
す。お茶をのみながらのんびりと、ベビ待ちのために今でき
ることを考えます。

男女が共に学ぶ講座シリーズ
「川邉修作先生の子育てセミナー」幼児期編

■講師：川邉修作先生（認定カウンセラー）
■日時：1 月 13 日（土）10：00 ~ 11:30
■会場：小研修室 1　
■対象：子育て中の父母　定員 40 名　■受講無料
■託児：あり（要予約）
こどもの成長に合わせ、親としてどのように接すればよいの
かを、認定カウンセラーの川邉修作先生と一緒に考えます。

（７月に開催中止となった「幼児期編」の代替講座です）

普及・啓発事業「ママ仲間と楽しく発信！健康安全郷育プロ
グラムを学ぼう！」

■講師：渡辺光美さん（リズムオブラブ主宰）
■日時：1 月 25 日（木）10：00 ~ 11:30
■会場：小研修室 1　
■対象：子育て中の方　定員 40 名　■受講無料
■託児：あり（要予約）
かけがえのない我が子の命（心と体）を守るために、今、親
としてできることを一緒に学びませんか。

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。
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自主事業
「おいしい漬け物を漬けよう」

■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：12 名（男性大歓迎！）
■参加費：500 円（材料費）
■持ち物：エプロン・三角巾・持ち帰り用ビニール袋
■メニュー：さっぱり漬け、ビール漬け、干し大根のなた漬
け

「食卓のお供」に季節の野菜を使った漬け物はいかがですか？
大根を使った三種類の漬け物作りに挑戦します。

自主事業
「和紙ちぎり絵講座～福を呼ぶ戌の干支飾り～」

■講師：乗松登美子さん（しゅんこう認定講師）
■日時：12 月 10 日（日）10：00 ～ 12：00
■会場：工芸美術室
■対象：10 名（小学生以上）小学 4 年生以下の方は保護者
とご一緒にご参加ください。 
■参加費：700 円（材料費）
■持ち物：工作用ハサミ（持参できる方）・お手ふきタオル
和紙をちぎって作る作品は、素朴で懐かしさを感じます。初
めての方でもご心配なく。講師と一緒に新しい干支を作って
みませんか。

普及啓発事業　南部町との共催
「知っていますか　ふるさとの夜空」

■講師：高橋真理子さん（宙先案内人）
■日時：1 月 18 日（木）10：20 ～ 11：50
■会場：研修室
■対象：どなたでも参加できます
■参加費：無料
自然豊かな峡南地域の冬の夜空や地球、宇宙のことについて、
改めて学びます。世代を超えて集い、夜空を見上げ、ふるさ
との貴重な「地域資源」を再発見しませんか。

自主事業
「ぴゅあ峡南クリスマスコンサート」

■出演：なんぶ少年少女合唱団・なんぶ合唱団・鰍沢文化協
会コーラス部
木内九十美・佐野貴子・佐野こず恵・長洞まゆ・安藤美希
■日時 12 月 23 日（土）開場 13：00　開演 13：30
■会場：研修室
すてきな音楽で、クリスマスを迎えませんか。
クリスマスソングを中心に、
冬を彩る歌と演奏をお届けし
ます。

普及啓発事業　子育て応援講座
「ベビーマッサージ」

■講師：kie さん（ベビーマッサージ講師）
■日時：1 月 7 日（日）10：00 ～ 12：00
■会場：茶華道室
■対象：乳幼児とその父母 10 組
■参加費：無料
■持ち物：バスタオル・飲み物・子どもに必要なもの 
ベビーマッサージによるスキンシップと語りかけで、赤ちゃ
んの心と体の順調な発育を促します。親子でリラックスして
みませんか？

普及啓発事業　女性の活躍支援講座
「ちょっとマジメに考える　わたしのライフプラン」

■講師：矢ヶ﨑京子さん（野村證券甲府支店）
■日時：1 月 11 日（木）13：00 ～ 15：00
■会場：研修室
■対象：女性 20 名（男性もどうぞ）
■参加費：無料
お金や経済のこと、大事だとわかっているけれど、どこから
どうしたらいいのかわからない、そんな女性のための講座で
す。専門家のお話を聞いて、まずは一緒に考えてみませんか。

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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市民企画講座
「親子でリトミック」

■講師：塚原ゆき恵さん
■日時：12 月 5 日（火）10：00 ～ 11：20
■会場：視聴覚音楽室
■対象：2 歳～ 6 歳の子どもと保護者 10 組
■参加無料：（要事前申込）
みんなで知っているクリスマスの曲で、親子で跳んだり、跳
ねたり、歌ったり！楽しく遊びながら、集中力や想像力、表
現力を身につけましょう！

市民企画講座
「女性の働き方ワークショップ　パート２」

■講師：小笠原祐司さん（NPO 法人 bond place 代表理事）
■日時：12 月 5 日（火）10：00 ～ 12：30
■会場：団体連絡室
■対象：どなたでも 20 名
■参加費：500 円（教材費）（要事前申込）
頭だけで考えず、レゴブロックを使用して手を動かすことで、
右脳と左脳の双方を活用します。レゴを組み立てることで、
自分のビジョンや感情など、見えにくいものに気づくチャン
スです。いろいろな方と思いを話し合ったり、つながること
で今後の自分の意識改革に！

女性の活躍支援講座
「思いを伝えるためのSNS・Net活用講座」

■講師：渡辺秋男さん（クレセントエルデザイン代表）
■日時：12 月 8 日（金）・15 日（金）・1 月 11 日（木）
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）
■持ち物：スマホ（タブレット、ＰＣは任意）、筆記用具
■参加無料（要事前申込）
今や誰もがインターネットや SNS を使って自分の見せたい
ものや言いたいことを伝えることができる時代です。家庭
を守り、子育て中で外にお仕事に出られない女性であって
も、自分のライフスタイル
にあった形で、世界に情報
を発信できる、それがイン
ターネットの素晴らしさで
す。今流行りの SNS を上手
に使って自分の思いを伝え
てみませんか。
なお、本講座では iPhone を
使用します！

自主事業
「冬休みこども書道教室～今年は賞を目指そう」

■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 28 日（ 木 ）・1 月 8 日（ 月 ）10：00 ～
11：30（小 1 ～小 3）　13：00 ～ 14：30（小 4 ～小 6）
■会場：団体連絡室
■対象：各 20 名（2 日間参加できる方）
■持ち物：小 1 ～小 2　鉛筆、書き初めの練習用紙 10 枚
小 3 ～小 6　書道道具一式（墨汁、半紙 40 枚、新聞紙）
■参加費：1 回 300 円（要事前申込）
学校の書き初めに向けて、一緒に練習しませんか。冬休み
の宿題もこれでばっちりです！

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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渡辺秋男さん

小笠原祐司さん


