
ぴゅあ三館合同事業
「女性活躍時代の女性管理職養成セミナー」

■講師：高橋百代さん（株式会社インソース講師）
■日時：① 8 月 21 日（月）　② 8 月 29 日（火）
　　　　①②とも 9：30 ～ 16：30
■会場：小研修室１
■対象：市町村女性職員、各企業・団体女性職員、一般女性
県民　
■定員：両日とも 40 名（①②とも同じカリキュラム内容です）
■受講料：無料（要事前申込）　　■託児：あり（要予約）　
今年度より「第 4 次山梨県男女共同参画計画」がスタートし
ました。ぴゅあ三館では、「女性の人材育成」にスポットを
当て、女性活躍時代を駆け抜けるすべての働く女性の皆さん
をサポートをいたします！

女性活躍支援講座
「ぴゅあＨＡＮＤＭＡＤＥマルシェ」

■日時：8 月 6 日（日）10：00 ～ 15：00
■会場：ギャラリー（1 Ｆ）
5 月に開催した「めざせ！女性起業家セミナー」の受講者が、
仕事や家事育児の合間に創作した服飾品や日用品を販売し、
自分らしいビジネスのヒントを掴む「トライアルショップ」
です。素敵な手づくり商品がいっぱいです。ぜひ遊びにきて
ください！

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」学童期編

■講師：川邉修作先生（認定カウンセラー）
■日時：8 月 26 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
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。
毎年人気の子育て講座シリーズです。

ぴゅあ総合フェスタ２０１７記念講演会
「～仕事と家庭の両立を考える～スイッチの切り替えが大切」

■講師：茅原ますみさん（元テレビ東京アナウンサー）
■日時：9 月 11 日（日）13：30 ～ 15：00
■会場：大研修室　■対象：どなたでも 　■受講料：無料
■定員：100 名（要予約）　■託児：あり（要予約）
フェスタ記念講演講師として、業界初のママになってから女
子アナとしてお昼の「ニュースワ
イド１１」などキャスターとして
活躍された茅原ますみさんをお招
きします。現在も、テレビ東京で
お仕事をされながら、３人の男の
子の育児に奮闘中。夫は「とくダ
ネ！」でもおなじみの笠井信輔さ
ん。男性も女性も、仕事と家庭を
もっと楽しむためのスイッチ切替
術を学んでみませんか？

ぴゅあ総合フェスタ２０１７
「移動プラネタリウム～満天の星空と宇宙旅行」
　　　　　　　　　　　　　　　＆「ワークショップ」

■ナビゲーター：高橋真理子さん（宙先案内人）
■開催日：9 月 11 日（日）
■投影時間：10：30 ～ 11：00、11：10 ～ 11：40
　　　　　　11：50 ～ 12：20、12：30 ～ 13：00
■定員：各 20 名　　■対象：どなたでも　　
■参加費：無料
■ 「ワークショップコーナー」開催時間： 10：30 ～ 13：00
メニュー：地球ごま 100 円 / 手づくり望遠鏡 2,000 円
星座カード 1 枚 50 円 / 流れ星ロケットとばし（無料）
※メニューについては、当日変更になる場合があります。
※申し込み不要です。直接レクリエーション室（3 Ｆ）へお
越しください。
■協力：一般社団法人　星つむぎの村

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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市町村との共催事業
「地域社会のメンタルヘルス
　　　　　　　～身近な人との上手なつきあい方～」

■講師：坂本　玲子さん（山梨県立大学教授）
■日時： ８月９日（水）10：20 ～ 11：50
■会場：研修室
■対象：100 名
■参加費：無料
■共催：南部町教育委員会
身近な人との関係を円滑にし、男女問わず地域社会でストレ
スなく楽しく過ごすためのコツを学びませんか？

自主事業
「クラフトテープで小物入れを作ろう！」

■講師：渡辺　康子さん
■日時：８月１０日（木）13：00 ～ 15：30
■会場：工芸・美術室
■対象：12 名（小学 4 年生以下の方は保護者の付き添いが
必要）
■参加費：500 円（材料費）
■持ち物：はさみ・洗濯ばさみ 10 本
クラフトテープで、かわいい小物入れを作ってみませんか？
先生がやさしく教えてくれるから、初心者でも安心！夏休み
の工作にも最適です。

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：８月１１日（金・山の日）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　防災講座
「普通救命講習会」

■講師：峡南消防本部中部消防署　南分署
■日時：８月１９日（土）9：30 ～ 12：30　
■会場：研修室
■対象：20 名　■参加費：無料
突然のケガや病気で倒れた人に遭遇した時、救急車が来るま
での間、周りの人たちが応急処置をできたなら、救命率は格
段に上がります。いざという時に適切な手当てが行えるよ
う、知識と技術を身につけませ
んか？
※受講後「普通救命講習修了証」
を交付します。以前に受講され
た方は、当日修了証カードをお
持ちください。

自主事業
「簡単ビーズアクセサリーを作ろう！」

■講師：樋口　高子さん
■日時：８月２６日（土）10：00 ～ 12：00
■会場：団体連絡室
■対象：12 名
■参加費：2,000 円（材料費）
■持ち物：はさみ・ハンカチ（ビーズを広げるのに使います）・
ルーペ（必要な方）
通すだけの簡単な作り方で素敵なアクセサリーが作れます。
ロングネックレスにも、巻いてブレスレットにも使えます。

市民企画講座
「ミュージック・エクササイズ」

■講師：ココ穂崎さん
■日時：９月４日（月）10：00 ～ 11：00
■会場：視聴覚音楽室
■対象：15 名（どなたでも参加できます）
■参加費：無料
■持ち物：バスタオル・フェイスタオル・飲み物
音楽に合わせて体を動かしましょう！男女年齢問わず誰でも
できるエクササイズです。

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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市民企画講座
「子ども書道教室～夏休みの宿題は書道で決まり」

■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：８月６日（日）13：00 ～ 15：00
■会場：小研修室
■対象：小学３年生～６年生 20 名
■持ち物：書道道具一式、課題の見本、新聞紙
■参加無料（要事前申込）
お正月の書き初めも大切ですが、書道で、暑い夏に姿勢を正
して、集中力を高めませんか。宿題の選択に悩んだら、書道
で決まり！

市民企画講座
「キッズお仕事体験講座～ネイリスト体験」

■講師：小林三和さん（プライベートサロン LIVERE 代表）
■日時：８月９日（水）10：00 ～ 12：00（実習）
８月１０日（木）10：00 ～ 13：00（イベント）
■会場：団体連絡室
■対象：実習は、小学３年生～中学生（男女を問わず）12 名、
イベントは、どなたでも
■持ち物：エプロン、マスク、筆記用具、飲み物、
昼食（8/10 のみ）
■参加費：500 円（材料費）（要事前申込）
自由研究に、思い出作りに、憧れのお仕事体験して見ません
か。１日目は、プロのネイルの先生にネイリストになったきっ
かけ、仕事でのやりがいなどの話しを聞き、実際にサロンで
使っている道具（やすり・マニキュア）に触れて、爪の磨き
方やマニキュアの使い方を学びます。２日目は、ワンダーイ
ベントを開催します。キッズネイリストとして、おうちの方
やお友だちなどのお客様に実践する２日間の講座です。　　
　　　　　　　

子育て応援講座
「ともすく広場」

■講師：家庭教育支援チーム　ラ・ペジブル
■日時：８月２６日（土）・９月２４日（日）
10：30 ～ 12：00
■会場：団体連絡室
■対象：子育て中や子育ての先輩方 25 名
■参加無料（要事前申込）
子育ては、ひとりで悩まない。親も子育てを考える機会を持
ち、子どもの成長と同じように、親も日々変化していくこと
は大事なことです。ともすく広場のみんなで、悩みや思いを
シェアしたり、新しいなかまとの出会いが、きっとがんばれ
る力になります。親と子どもが一緒に育っていく「今」を考
えましょう。

市民企画講座
「子育て中でもキャリアアップ」

■講師：谷内夏子さん（やまなし・しごと・プラザ サテライ
ト　キャリアコンサルタント）
■日時：８月３０日（水）10：00 ～ 12：00
■会場：団体連絡室
■対象：子育て中の方 10 名
■持ち物：筆記用具
■参加無料（要事前申込）
子育てのこと、仕事と子育ての両立を考えている、ブランク
があり、なにから始めたらよいか分からないなど、新たな発
見があるかも知れませんよ。

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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