
■持ち物：飲み物・汗拭きタオル
３Ｂ体操を通して親子、子ども同士のコミュニケーションや
ココロとカラダの健やかな成長を図る講座です。

市民企画講座
「郷土の旬を味わおう！」

■講師：栗田恭子さん（管理栄養士）
■日時：５月 25 日（木）10：00 ～ 12：30
■会場：調理実習室　
■対象：どなたでも 25 名 ( 要事前予約・男性参加歓迎 )
■参加費：500 円（材料代）
■持ち物：エプロン・三角巾・筆記用具
■メニュー：藤寿司、あさり汁（木の芽）、タタキ牛蒡と胡
瓜のピーナッツ和え
地元の旬の素材を使った料理で、やさ
しい春の味を楽しみませんか。
※キャンセルは５月 17 日までにご連
絡ください。それ以降は参加費をご負
担いただきます。

男女共同参画推進月間記念事業
「ぴゅあ峡南カジダン、イクメン写真展」

■期間：6 月 1 日（木）～ 30 日（金）9：00 ～ 17：00
（12 日・26 日は休館日）　■会場：１階ロビー
県では毎年 6 月を「男女共同参画推進月間」と定め、さまざ
まな啓発事業を行っています。ぴゅあ
各館では、ワークライフバランスの見
直しと男性の家事育児参画の推進を目
的とした「カジダン・イクメン写真展」
を今年も開催します。がんばる男性た
ちの姿をご覧ください！

子育て応援講座
「子育てに役立てるこころとからだの勉強会」
①　女の子のからだについて
②　男の子のからだについて

■講師：海野聖子さん（都留市立病院助産師）
■日時：① 4 月 28 日（金）　② 5 月 27 日（土）
両日とも 10：00 ～ 12：30　■会場：団体連絡室
■対象：どなたでも 20 名（要事前申込）　■受講無料

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 3館　いべんと・かれんだー

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。

①　女の子のからだについて
誕生した日から幼児期を中心に、女の子の特徴を学びます。
いずれ迎える初潮や妊娠、出産。自分のからだを守るのは自
分自身です。小学生や中学生になる前に知っておきたいから
だのしくみを学び、幼児期から始める性教育について楽しく、
わかりやすくお話していただきます。
②　男の子のからだについて
誕生した日から幼児期を中心に、男の子の特徴を学びます。
母親にとっては、男の子のからだのしくみは分からないこと
も多いのではないでしょうか？
小学生や中学生になる前に知ること
で、幼児期から始める性教育をご紹介
します。分かっているつもりでも分か
っていなかったことに気づくことが出
来る講座です。お父様、おじいちゃま
も是非ご参加ください。

普及啓発講座　
「仕事準備パソコン講座　ワード・エクセルの基礎を学ぼう」

■講師：㈱栄光学院スタッフ
■日時：5 月 30 日（火）・31 日（水）・6 月  1 日（木）・2 日（金）
10：00 ～ 12：00・13：00 ～ 15：00
■会場：団体連絡室
■対象：パソコンを仕事などで使用している方、4 日間参加
出来る方 10 名（要事前申込）　■受講無料
■パソコン持ち込み可能
再就職準備にパソコンを学びたいという方や、仕事にすぐ活
かせるワード・エクセルを学びたい方におすすめです。

ぴゅあ富士　男女共同参画推進月間記念講演会
山口絵理子講演会「輝ける場所を探して」

■講師：山口絵理子さん（株式会社マザーハウス代表取締役）
■日時：6 月 10 日（土） 13：30 ～ 15：00　
■会場：大研修室
■対象：どなたでも 100 名（要事前申込）
■受講無料
小学校でいじめに遭い、不登校を経験。
大学時代に感じた「途上国のために働
きたい」という想いを抱き、バングラ
デシュで起業、「途上国にこそ宝があ
る」と奮闘する山口絵理子さんの想像
もつかない経験の数々をお話しいただ
きます。



6

　　ぴゅあ総合主催事業
【5 月】
男女共同参画基礎講座（3 館共催事業）

「ひとりひとりの思いをまちづくりに～
　　　男女共同参画の視点で地域創生を考える」
■講師：萩原なつ子さん（立教大学大学院社会学部教授）
　市町村の男女共同参画担当職員と推進委員、民間活動団体
の方々を主な対象とした、男女共同参画に関するさまざまな
テーマについて考える研修講座として毎年開催しています。
　今年は本県出身で立教大学大学院社会学部教授の萩原なつ
子さんに、「男女共同参画の視点で地域創生
を考える」と題してお話いただきました。
　萩原さんは東京 23 区中唯一「消滅可能性
都市」に選ばれた豊島区で、区内の 20 ～ 30
歳代の女性が組織する「としまＦ１会議」の
座長を務めた経験をふまえて、地域創生には
女性の視点がいかに重要であるかをお話いた
だきました。

【6 月】
男女共同参画推進月間記念事業
映画「何を怖れる」、「監督トーク」
■講師：松井久子さん（映画監督）
　男女共同参画推進月間記念事業として、70 年代初頭、ウー
マンリブ運動に身を投じた女性たちの「あの頃」と「現在」
を描いた映画「何を怖れる」の上映会を開催
しました。スクリーンに登場する女性たちひ
とりひとりが、それぞれの思いを持って活動
し、生きてきたことが淡々と語られる映画で
した。上映後は松井久子監督を迎え、作品へ
の思いや今考えていることをお話いただきま
した。観客と率直に語り合いながら、監督の
実直な人柄がわかる講演会でした。

【7 月】
「スモールビジネスから始めよう ! 女性起業家セミナー」
①女性起業家のはなし
■講師：吉田まゆみさん（株式会社繭玉代表取締役）
②週末起業の始め方
■講師：さとうあやこさん（ブログコンサルタント）
　小さくても自分らしいスタイルで起業をめざす女性を応援
する講座です。山梨初のフィトセラピーサロンを開業した吉
田まゆみさんと会社員を続けながらの週末起業を提唱するブ
ログコンサルタントのさとうあやこさんを講師にお迎えしま
した。受講者は、おふたりの経験をふまえたお話を熱心にメ
モを取りながら聞き入っていました。
　本講座終了後、受講者はトライアルショップ事業「ぴゅあ
HANDMADE マルシェ」にも挑戦しました。

ぴゅあ各館事業れぽーと

平成 28 年度事業を振り返って
ぴゅあ 3館では、平成 28年度も男女共同参画を推進するさまざまな事業を開催
してきました。このページでは、その中のほんの一部をご紹介します。

【9 月】
男女共同参画ネットワークセミナー・実践講座 1

「いま、地域に必要な男女共同参画推進活動
 　　　　　　～各地の実践活動事例から学ぶ～」
■講師：石阪督規さん（東京未来大学教授）
　5 月の基礎講座での学びを深め、地域推進活動につなげる
実践講座を開催しました。講師を務めていただいた石阪先生
は地域創生はもちろん、モチベーション行動学の専門家とし
て、地域のやる気を高める講演が評価されて
います。少子化、非婚、高齢化といった現代
日本の課題をふまえ、世代、性別、地域を越
えた取り組みの重要性をお話しいただきまし
た。
　講演後、参加者の方々はグループワークに
取り組み、地域課題とその解決策について熱
心に討議しました。

【2 月】
チャレンジシンポジウム 「女性リーダーに聞く、自分らしい生き方」
■基調講演 講師：飯野奈津子さん（NHK 甲府放送局長）
■ディスカッション コーディネーター：風間ふたばさん（山梨大学
男女共同参画室長）■パネリスト：早川亜希子さん（NPO 法人
マンマメルカート代表）、勝美希さん（YSKe-Com 第 1 ソリュー
ション部リーダー）
　女性の活躍が求められる中、結婚して家庭を持ちながら、
さまざまなフィールドでリーダーとして活躍
する女性たちをロールモデルに迎え、チャレ
ンジシンポジウムを開催しました。
　講演、ディスカッションを通して、家庭と
仕事に悪戦苦闘しながらも、ポジティブに生
きるパネリストたちの経験談は、参加いただ
いた女性たちに前に進む勇気を届けてくれま
した。

　　ぴゅあ峡南主催事業

【6 月】
男女共同参画推進月間記念講演会

「きっと毎日が楽しくなる！心地いい家族のカタチ」
■講師：山田 亮さん（家事ジャーナリスト）
　男女共同参画推進月間記念講演会として、家事ジャーナリ
ストの山田亮さんをお招きしました。
　山田さんは、香川県高松市の出身で、現在は、京都市在住
です。キャリアウーマンである妻を支え、主夫をしながら「楽
に家事をする」方法を日々実践し、「楽家事ゼミ」を主宰し
て情報提供や家事指導を行っています。全国の自治体や企業
などで男女共同参画、ワークライフバランス、子育て支援、



平成 28年度ぴゅあ各館事業れぽーと
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人権啓発についての講演を行っており、今回も山田さんが今
まで実践してきた子育てと家事についてのエ
ピソードや、効果的に家事をこなす具体的な
方法などを紹介してくださいました。
　エプロン姿でユーモアを交えながら「ひと
り一人が支え合うのではなく、共に自立しな
がら協力することが大切」と話す山田さん。
笑いあり、得する家事情報ありの楽しい講演
会となりました。

【10 月】
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：露の団姫さん（落語家）
　露の団姫（つゆのまるこ）さんは、兵庫県尼崎市にお住ま
いで、落語家にして天台宗の尼さんです。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し、今回の講演会前半
では、その中の演目「ホトケは君をホットけない」を披露し
てくださいました。
　事故に遭った主人公が、三途の川を渡るのに必要な六文銭
がないために、仏さんたちのいるスーパーで働くことになる
という奇想天外な設定ですが、「自分の個性を活かして、そ
れぞれが自分の持ち場で精いっぱい生きるべきだ」という仏
教の教えをしっかりと盛り込んだ、露の団姫さんならではの
演目で会場は笑いに包まれました。
　後半は、通常の講演会形式で、仏教に興味を持ったきっか
けが幼少期の祖父の死であること、中学時代にさまざまな差
別が世の中に存在するのを知り、法華経の中
にある “ 平等 ” という考えに感銘を受けたこ
となどを語ってくださいました。「性別や固
定概念にとらわれず、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欲し
い」と話す露の団姫さん。「自分らしく」と
いうことばが、改めて心に残る素晴らしい講
演会となりました。

【1 月】
町との共催事業　講演会

「幸せを呼ぶ！夫婦太神楽」
■講師：「かがみもち」　丸一　仙三・仙花さん（太神楽師）
　南部町「いきいき大学」との共催事業として、「幸せを呼ぶ！
夫婦太神楽」を開催しました。
　講師の丸一　仙三・仙花さんは、伝統芸能「太神楽」を夫
婦で興行する太神楽師です。夫の仙三さんは、山梨県出身で
仙花さんと結婚後にコンビ「かがみもち」を結成。子育てを
きっかけに自然豊かな甲州市に移住されました。
　太神楽の曲芸実演を交えながらの講演では、夫婦として暮
らしながら技を磨くためには、遠慮せず本音でぶつかり合う
厳しさが必要とのこと。夫婦の息の合った曲
芸の素晴らしさを見ると、その話も説得力が
ありました。
　プロの曲芸を間近で楽しむと同時に、仕事
や子育てにおいて共に協力し、活き活きと暮
らす夫婦の在り方を考える良い機会となりま
した。

　　　ぴゅあ富士主催事業

【6 月】
男女共同参画推進月間記念講演会
家田荘子講演会「～自分らしく～前向きに生きたいあなたへ」
講師：家田荘子さん（作家）
　男女共同参画推進月間記念講演会として、作家の家田荘子
さんをお招きしました。
　家田さんの子どもの頃いじめを受けた経験や、女性への差
別や偏見が色濃く残る作家やジャーナリズムの世界で生きて
いく難しさなどをお話しいただきました。また、僧侶修行な
どを通じて違いがある男女がどう補完しあって生きるかを学
んだという興味深いお話に参加者もうなずいていました。

【10 月】
ぴゅあ富士フェスティバル 2016 記念講演会

「男女のパフォーマンスの最大の違い」
講師：佐藤綾子さん（日本大学藝術学部教授）

　「認め合い 個性生かそう 参画社会」をテーマに、「ぴゅあ
富士フェスティバル 2016」を開催しました。
　管内市町村やぴゅあ富士で活動する各団体のみなさまが参
加し、活動発表やバザー、フリーマーケット、ミニコンサー
トなどが行われ、多くの来場者にお越しいた
だきました。
　記念講演会は、パフォーマンス学の権威・
佐藤綾子さんをお招きして開催しました。感
情を大切にする女性、事実関係が中心になる
男性という興味深いお話や、実際に見たもの
を言葉で表現してみるゲームを行い、楽しい
中にも有意義な講演となりました。

【3 月】
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」
～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？～
講師： 瀧田信之さん（湘南 DV サポートセンター）
　小学生と保護者を対象に、人権や個人の尊重などの基本
的な話からデート DV について学ぶ機会として、山梨県ガー
ルスカウト連盟との共催で講座を開催した。講師には、湘南
DV サポートセンター 瀧田信之さんをお招きし、自分の意思
を行動にして表現したり、意見を発表するワークショップを
行った。同時に保護者向けに、いま子ども達のまわりにある、
性にまつわる犯罪や、SNS、インターネットに潜む危険性に
ついてお話していただきました。
　LGBT についても取り上げ、自分の娘や息子が LGBT であっ
た時にどう向き合うのか、どう受け入れるのかという難しい
問いかけもあり、保護者にとっても考えるいい機会となりま
した。児童は、あたえられたテーマを話し合い、一枚のポス
ターを仕上げるワークショップを行いました。グループごと
にいろいろな意見が出され、仲間とのコミュニケーションが
深められました。

一年間、ぴゅあ各館の事業にご参加いただき、ありがとう
ございました。29年度もよろしくお願いいたします !



【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。

食べ物に対する愛より誠実な愛はない。- バーナード・ショー

平成11年に 「男女共同参画社会基本法」 が施行されてから18年が経ちました。
その間、 男女共同参画関連の法制度は着実に整えられたにも関わらず、 男女間
の不平等はなかなか払拭されません。 この男女格差を埋め、 女性も男性も共に
活躍できる社会を実現するために、 あらためて家族のあり方から男女共同参画を
捉え直します。 講師はメディアでも活躍する男性学第一人者の田中俊之先生です。

■ 講師 ： 田中俊之さん （大正大学心理社会学部准教授）

■ 日時 ： 5 月 23 日 （火） 13 ： 30 ～ 15 ： 20
■ 会場 ： 山梨県立男女共同参画推進センター ・ ぴゅあ総合
■ 受講無料 ■申込み ： ぴゅあ総合 TEL055-235-4171

山梨県立男女共同参画推進センター・ぴゅあ総合・峡南・富士共催事業
男女共同参画ネットワークセミナー・基礎講座

男女共同参画社会基本法
施行から18年
あらためて家族から考える

1975年、 東京都生まれ。 大正大学心理
社会学部准教授。 博士 (社会学 )。
社会学・男性学・キャリア教育論を主な研
究分野とする。 著書に　『男性学の新展開』
『男がつらいよ-絶望の時代の希望の男性学』
『男が働かない、 いいじゃないか！』 など。
日本は男であることと働くことの結びつきが
強すぎると警鐘を鳴らす男性学の第一人者。

男性学の第一人者と考える、家族、仕事、男女共同参画 講師 ： 田中俊之さん

もういちど、
家族から考えよう！


