
家族で学ぶ介護講座
「介護予防と介護保険講座」

■講師：片田多起さん・上杉佐和子さん（山梨県介護実習普
及センター）
■日時：２月２日（木）13：30 ～ 15：00
①「介護保険とサービス利用」
２月９日（木）13：30 ～ 15：00
②「元気に生活し続けるコツ」
■会場：研修室　■対象：どなたでも 30 名　■参加無料
■持ち物：筆記用具（９日は動きやすい服装でお出かけくだ
さい）
いつまでも自分らしく暮らしていけるよ
うに、早くから介護予防に取り組みま
しょう。また、介護が必要になったとき
に慌てないように介護保険の仕組みにつ
いて学びませんか。１回だけの参加も可
能です。

市民企画事業「読み聞かせ＆手作り人形を作ろう」

■講師：山本光子さん・芦沢裕子さん（南部町図書館読み聞
かせボランティア）
■日時：２月 10 日（金）10：00 ～ 11：30
■会場：託児室・工芸室
■対象：生後６ヶ月～３歳未満の親子 10 組
■参加費：￥300（材料代）　■持ち物：はさみ・
針・糸
読み聞かせボランティアの方から本の紹介と、
読み聞かせをしていただきます。おやこで楽し
く聞いたあとは、お母さんの時間です。かわい
いうさぎのタオル人形を作りましょう。簡単人
形です。縫い物苦手でも大丈夫！

女性の活躍支援講座
「人生を楽しむ○○との付き合い方～人、お金、自分～」

■講師：上村直子さん（FP ＆コミュニケーション代表、ファ
イナンシャルプランナー、ててて TV 金曜コメンテーター）
■日時：２月 15 日（水）10：30 ～ 12：00
①「豊かな暮らしとお金のあり方」
2 月 22 日（水）10：30 ～ 12：00
②「社会の変化とライフデザイン」
■会場：研修室　■対象：どなたでも 20 名
■受講無料　■持ち物：筆記用具

「豊かな暮らしってなんだろう？」「人生
を楽しむライフデザインってなに？」お
金だけでなく毎日を豊かにする「ご機嫌
さん人生」のヒントをつかみませんか。
２回連続講座ですが、１回だけの参加可
能です。

男性にとっての男女共同参画
「ストレッチ＆ダイエット講座」

■講師：諏訪記子さん　（運動教室講師）
■日時：３月２日・９日・16 日（木）14：00 ～ 15：30
■会場：研修室
■対象：どなたでも 20 名　
■参加無料
■持ち物：汗ふきタオル、飲み物
ストレッチで冬に蓄えた脂肪を燃や
してシェイプアップしましょう。

自主事業
「押し花を楽しもう！」　押し花で作る壁飾り

■講師：山岸一恵さん　（押し花インストラクター）
■日時：３月４日（土）9：30 ～ 12：00
■会場：工芸美術室　
■対象：どなたでも 10 名　
■参加費：￥1,000（受講料・材料代）
■持ち物：はさみ
押し花を使ってかわいい壁飾りを作りま
す。ランチョンマットやコースターなど
も作れます。

市民企画事業
「チャレンジ 子ども料理教室」

■講師：栗田恭子さん　（管理栄養士）
■日時：３月５日（日）10：00 ～ 12：30
■会場：調理実習室　■対象：小学生 20 名　
■参加費：￥500（材料代）
■持ち物：エプロン・三角巾（バンダナ可）・お手ふきタオル
子どもの頃から料理に親しむのは、食育や子どもの自立を促
す手段としてとても有効です。
男の子大歓迎！料理が初めてでも大
丈夫です。この機会にチャレンジし
てみませんか？

《メニュー》オムライス・ベジタブ
ルスープ・フルーツサラダ

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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ぴゅあ富士　チャレンジシンポジウム
第 19 回都留市男女共同参画推進フェスティバル

「自治会活動の再生を！～見つめ直そう男と女の役割～」

自治会における課題を挙げ、運営活動がうまくいく手法や工
夫、具体的な事例について、様々な視点からご一緒に考えて
みませんか。
■日時：2 月 18 日（土） 13：00 ～ 16：00
■講師：石阪督規 （埼玉大学教授）　■会場：大研修室
■対象：どなたでも 100 名　■参加費：無料

普及啓発講座
「みんな活き活きひとり一人のちがいを活かし合うために」

■講師：瀧田信之さん（湘南 DV サポートセンター）
■日時：3 月 4 日（土） 13：00 ～ 15：00
■会場：団体連絡室　■定員：40 名
■対象：小学生とその保護者　■受講無料
デート DV ってなんだろう？ひとりひとりが尊重されるって
どういうこと？小学生と保護者に聞いてほしいお話です。

自主事業「そばうち」

■講師：矢野公夫さん（はむ屋 FOODS 店主）
■日時：3 月 4 日（土）10：00 ～（約 2 時間予定）
■会場：調理実習室
■対象：どなたでも 15 組
■材料費：￥1,200
■持ち物：三角巾かバンダナ、エプ
ロン、筆記用具
全ての工程を一人で体験！キッチン
道具を利用して作ります。

普及啓発講座　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

「映像作成ワークショップⅠ」

■講師：ダミアン・フォックスさん
■日時：3 月 12 日（日）13：00 ～ 16：00
■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 20 組
■参加無料
１ 映像製作の基本と下準備
① 映像ってどうやって作るの？
② 映像製作に必要な道具とコツ・クオリティの高い映像を作る
２ 撮影と照明のテクニック
① 照明のテクニックとコツ～身近にあるもので照明を作る～ 
② 撮影のテクニックとコツ ～スマートフォンやハンディカ
ムで撮影する方法～ 
③ 実践：自分の商品撮影！
売りたい商品のコマーシャル映像を身近な機材で作ってみよう！

普及啓発講座　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

「映像作成ワークショップⅡ」

■講師：ダミアン・フォックスさん
■日時：3 月 19 日（日）13：00 ～ 16：00
■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 20 組
■参加無料
３ 編集作業
① 撮影した映像を綺麗に仕上げましょう 
②編集方法：音楽の挿入、文字や絵・画像エフェクトと処理
③ 映像公開：SNS や自分のホームページにへの公開
映像フォーマットの種類について
売りたい商品のコマーシャル映像を身近な機材で作ってみよう！

子育て応援講座「男の子の子育て教室」

■講師：海野聖子さん（都留市立病院助産師）
■日時：3 月 11 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
子どもから大人へ一歩ずつ成長しているわが
子と家族どう関わっていくことが、ベストで
しょうか？一緒に考えましょう。

普及啓発講座
おしゃべりカフェ③「私が NPO 法人を立ち上げた理由」

■講師：早川亜希子（NPO 法人マンマメルカート代表）
■日時：2 月 26 日（日）
①講座 10：00 ～ 11：00
②交流会 11：00 ～ 12：00
■会場：団体連絡室
■対象：どなたでも 20 名
■参加無料
結婚、子育てを経て、それまでの仕事
への関わり方や NPO 法人を選んだ理
由、立ち上げてからのこと、また今後
についてお話していただきます。
交流会は、直接お話しできるチャンス
ですよ！

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。

6

ぴゅあ富士　いべんと・かれんだー



ぴゅあ主催講座れぽーと
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　12 月 4 日、ぴゅあ富士にて都留文科大学学
生との交流講座「お互いの国のことをもっと知
ろう！」を開催しました。この企画は、都留文
科大学に海外から留学に来ている 2 人の学生と、
日本でその留学生のチューターを務めている学
生、そして米国への留学経験のある日本の 2 人
の学生を交えて、それぞれに男女共同参画や男
女平等をテーマに、自分の出身国と日本の比較
などをプレゼンテーションしてもらい、その後、
会場の参加者とディスカッションを行うという
ものでした。

　最初の発表は、大学でアジアからの留学生に
対して日本での生活に馴染めるように手助けを
するチューターを努めている永森翔太さん。永
森さんは、自分が都留文科大学に来た理由や、
自分の高校時代の話なども交えながら、都留文
科大学のチューター制度の充実ぶりを紹介して
くれました。また、その経験を通じて、社会の
多様性やそれに対する寛容の精神の大切さを話
してくれました。
　次は韓国からの留学生、崔喜承（チェ・ヒス
ン）さん。崔さんは、韓国の兵役を終えてから
大学に入り、都留文科大学に留学してきたとい
うこともあり、中学時代から勉強を始めたとい
う完璧な日本語を駆使して、落ち着いた雰囲気
で、韓国の社会の話を紹介してくれました。韓
国では、男女平等の話になると、「女性も兵役に
行くべき：男も子供を出産してみなさい」といっ
たやり取りになることも多いそうです。また、
インターネットにあふれる、日本と韓国の論争
的な情報とは違って温かく受け入れてもらった
ことを通じて、バーチャルの世界ではない実際
を経験することの大切さも話してくれました。
　米国から都留文化大学に来たばかりのキャ
ティー・ムーワさんは、日本に来て驚いたこと
の一つとして、日本の学生がジェンダーの話や
社会の多様性、差別などについてディスカッショ
ンすることがまったくないことを挙げました。

　また、自分のルーツが少数民族にあること、
その文化も紹介しながら、日本が外国人を受け
入れるための同化プログラムが無いことなどに
も言及し、その後のディスカッションで同化と
いう言葉への反感や伝統的な文化と多様性を含
めたテーマで話がはずみました。また自分の大
学はリベラルな都市のサンフランシスコにあり、
多文化やジェンダーに対する理解が進んでいる
ことに比べて、米国の他地域では違う状況もあ
り、意識の格差が大きいこと、また新しい政治

指導者に対して、多様性や寛容の精神において
大きな不安が広がっていることについても話を
してくれました。
　最後のプレゼンテーターは米国留学の経験を
持つ神谷拓郎さん。神谷さんはジェンダー学を
専攻したということもあり、ある会社のテレビ
コマーシャルに隠れたジェンダー問題を取り上
げて発表をしてくれました。来年からは社会人
となるということで、日本の会社文化との折り
合いの付け方について考えているそうで、これ
からの社会のあり方についても問題提起をして
くれました。

　今回の講座では様々な発表者の考えを聞くこ
とができ、また、後半では熱心なディスカッショ
ンも行われ、意義深い機会となりました。興味
のある方にはぜひ、次回、ご参加いただきたい
と思います。

（註）チューター（英語：tutor）とは、大学にお
いて学士課程の学生への学習助言や教授の補佐
を行う者のことであり、同じ学科の大学院生が
その役割を担うことが多い。ティーチング・ア
シスタント（TA）とも呼ばれる。日本国内の大
学では特に 1990 年代後半から、賃金を支払っ
て正式にチューターとしての職を与える制度が
整備されてきている。

ぴゅあ富士都留文科大学学生との交流講座

「お互いの国のことをもっと知ろう！」



【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　

僕はこれだけで満足だ、タバコとコーヒー、少しの会話。それと、君と僕と５ドル  -  映画「リアリティ・バイツ」より

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。

movie poster

LOVE
trust

恒例のぴゅあ総合フリーマーケットを開催します！

会場にはあなたを待つ宝がいっぱい！

押し入れに眠る不要な衣類、雑貨や家庭菜園で採れた

野菜、ハンドメイド品などを販売します。

今年は一般出店数を15店舗から27店舗に増やして

去年よりパワーアップして開催しますよ。

ミニコンサートも計画中です。お楽しみに！

ぴゅあ総合フリーマーケット
開催のお知らせ

3月 25日（土）10：00～15：00　ぴゅあ総合1階ロビー

Pure-Sogo
Frea market

2017

Pure-Sogo
Frea market

2017


