
区市町村 名　　　　　　　称 テ　　　ー　　　マ 講　師　氏　名 実施時期 参加対象

千 代 田 区 人生の選択肢を広げるとともに、男女平等意識の定着を図る講座
連続講座　シリーズ＜幸福へ向かう生き方＞第１回「今、日本での『幸福度』とは？」

坂本光司 H24.5.24 3

すべての暴力をなくし、安全・安心な社会を実現する講座
デートＤＶ防止啓発講座「愛していれば許される？」 三浦まり H24.12.18 3

あらゆる分野において男女共同参画をすすめる講座
連続講座　シリーズ＜幸福へ向かう生き方＞第４回「男女が輝き、幸福になるために―パイオニアからのメッセー
ジ」

赤松良子 H24.6.27 3

人々の暮らしや働き方の変化に対応した、支援の充実を図る講座 連続講座　シリーズ＜幸福へ向かう生き方＞第５回「自分をいかす仕事・働き方」 西村佳哲 H24.7.6 3

人々の暮らしや働き方の変化に対応した、支援の充実を図る講座 「遠距離介護を考える―離れて暮らす親の介護、あなたはどうしますか」 太田差惠子 H25.12.7 3

人々の暮らしや働き方の変化に対応した、支援の充実を図る講座
女性のためのキャリアアップセミナー＜東京都労働相談情報センター共催＞「非正規で働く時の「法律」と「キャリ
アデザイン」の描き方」

佐々木亮、松浦民恵 H25.3.8、3.14 3

ＭＩＷ千夜一夜(情報交流会） 「当世オトコ気質、喜婚男と避婚男～これからの関係は？」 ツノダ姉妹 H24.4.25 3

ＭＩＷ千夜一夜(情報交流会） 「女性の視点で考える　都市型災害への防災力」 風間栄一、浅野幸子 H24.10.3 3

ＭＩＷ千夜一夜(情報交流会） 登録団体交流会「ＭＩＷで仲間と集う夜　ようこそ！登録団体交流会へ」 ＭＩＷ登録団体の皆さん H24.11.29 3

ＭＩＷ千夜一夜(情報交流会） 「コミュニケーションがとれない！知られていない大人の発達障害」 酒井道子 H25.1.16 3

ＭＩＷ千夜一夜(情報交流会） 「ＭＩＷ白熱教室　これからの幸福の話をしよう」 土堤内昭雄 H25.3.13 3

ＭＩＷビデオサロン 国内外のドキュメンタリー作品や劇映画等の上映会 － 月１回第３金曜日 3

グループワーク ①「傷ついた心を癒す～つらさや悲しみを手放したいあなたへ～」  野本律子、井上薫、野本美保
Ⅰ：H24.5.18、5.25、6.1、6.8、6.15
Ⅱ：H25.2.15、2.22、3.1、3.8、3.15

3

グループワーク ②「男性のためのアサーティブトレーニング～疲れない人生を送るために～」 菅沼憲治 H24.5.28、6.4、6.18 3

グループワーク
③連続講座　シリーズ＜幸福へ向かう生き方＞第２回「自分でつくる穏やかな気持ち―EFTタッピングでリラック
ス」

岩本令子 H24.6.6 3

グループワーク ④連続講座　シリーズ＜幸福へ向かう生き方＞第３回「地域でつくる安心・安全な人間関係」 松本和子 H24.6.19 3

グループワーク ⑤「自分の気持ちを知って伝える～女性のアサーティブトレーニング」 小柳茂子 H24.8.10、8.17、8.24 3

グループワーク ⑥「職場のハラスメント　増えるパワハラ・職場いじめへの対応を学ぶ」 郡司ひとみ H24.12.3、12.12 3

グループワーク ⑦カラーセラピー「色で気づく私の気持ち・色で変わるコミュニケーション」 末永蒼生 H25.1.15、1.28 3

グループワーク ⑧「自分探しと子育てに生かすコーチング」 菅原裕子、副島眞由美、平松容見子 H25.2.18、2.27 3

男女共同参画社会活動支援共催事業 「心」はぐぐむ絵本力 赤間立枝 H25.3.2、.3.9 3

男女共同参画社会活動支援共催事業 「女性を活かす社会のあり方～日常生活・震災の時～」 竹信三恵子 H25.3.11 3

中 央 区 男女共同参画講演会 おやじのがんばり～子育て編～ 赤堀　三代治 H24.11.10 3

男女共同参画講座 パパと子どものお菓子教室「パパと一緒にお菓子を作ろう！」 吉田　光一 H248.18 1

男女共同参画講座 いざというときに備えて～女性のための防災力アップ講座～ 五十嵐　ゆかり H24.10.13 3

男女共同参画講座 男性のためのお料理講座「料理の基礎を学ぼう！」 吉田　光一 H25.2.2、2.10 1・2

10　講演会・講座等の状況(24年度実績）

【参加対象】1：管内住民・企業　2：管内在勤・在学者　3：管内に限定しない　4：職員 38
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（中央区つづき） 男女共同参画講座 生涯にわたる女性の健康支援「リラックス呼吸法とリンパマッサージで健康力アップ」 古谷　寿美 H25.2.13、2.23 1・2

男女共同参画講座 ブーケでクラシック♪～女性作曲家に魅せられて～ 小林　緑 H25.3.23 3

女性史講座 中央区女性史年表作成講座 江刺　昭子 H245.15～H253.19(12回) 3

女性の再就職支援講座 再就職へ！はじめの一歩 栗原　知女 H24.7.12 1

女性の再就職支援講座 ブランクなんか怖くない！仕事のカンを取り戻して再就職にチャレンジしよう 栗原　知女 H25.2.7 3

女性の再就職支援講座 「輝く女性のためのハッピーキャリアカレッジ」 栗原　知女 H24.9.13～H24.11.22(6回) 3

男女共同参画労働セミナー 「女性が働く上で知っておきたい労働法」「出産・育児・介護の場面で使える社会保険制度」 横山　玲子 H24.10.18、10.19 3

男女共同参画労働セミナー
「メンタルヘルス対策をふまえたハラスメント対応のポイントとトラブル防止策」「職場におけるいじめ・ハラスメント
の増加をめぐって～急がれる労働環境の整備～」

涌井　美和子、山下　敏雅 H25.2.7、2.14 3

ワーク・ライフ・バランスセミナー 職場におけるメンタルヘルス対策セミナー 織田　健司 H24.11.29 3

ワーク・ライフ・バランスセミナー 迫りくる介護リスクを見逃すな！「経営者・担当者のための介護対策セミナー」 新田　香織 H24.7.27 3

講演と映画のつどい 「『レオニー』に学ぶ、潔い生き方」 松井　久子 H24.7.7 1・2

育児中の保護者社会参加応援事業「ほっと一息わたしの時間」 親子で笑顔　子育てコミュニケーション 高祖　常子 H24.5.16 1

育児中の保護者社会参加応援事業「ほっと一息わたしの時間」 仕事も暮らしも私らしく！を実現するキャリア＆マネープラン 氏家　祥美 H24.7.18 1

育児中の保護者社会参加応援事業「ほっと一息わたしの時間」 「パパ・ママ撮って！」おうちdeカメラin＜ブーケ２１＞ 小池　さとみ H24.9.19 1

育児中の保護者社会参加応援事業「ほっと一息わたしの時間」 心もからだもリラックス呼吸法で元気に子育て♪ 古谷　寿美 H24.11.21 1

育児中の保護者社会参加応援事業「ほっと一息わたしの時間」 子どもの睡眠　私の安眠 清水　悦子 H25.1.16 1

育児中の保護者社会参加応援事業「ほっと一息わたしの時間」 タイムマネジメント術～時間の賢い使い方でイライラしない～ 慈道　美奈子 H25.3.19 1

水曜イブニングトーク 中央区の歴史の中の被災と支援活動-九条武子- 野口　孝一 H24.4.4 3

水曜イブニングトーク 中央区の防災対策と男女共同参画 中島　佳久 H24.6.6 3

水曜イブニングトーク 日本の台所、築地市場と東日本大震災-築地市場の女性たちが考える支援活動 石橋　利至子 H24.8.1 3

水曜イブニングトーク 震災救援活動を通じて育まれた絆～人間力が問われる復興支援の現状～ 渡部　美穂、アビ・ラウザー H24.10.3 3

港 区 男女平等参画推進講座
男性向け介護入門②③④
ー介護の知識とネットワーク作り（アフター講座）

澤田　滋
リーブラコーディネーター

H24.4.14，5.27，6.9， 1・2

男女平等参画推進講座 健康体操　～オリンピックの見方がわかる講義付き～ 稲葉　佳奈子、田中　雅子 H24.4.21 1・2

男女平等参画推進講座 子育てがラクになる女性学講座 加藤　千恵、堤　暢子 H24.5.25，6.1，6.8，6.15 1・2

男女平等参画推進講座 ふらっとリーブラ5月　『リーブラ読書会＆ブックカフェ』　～女性漫画家の本～ リーブラコーディネーター H24.5.30 1・2

男女平等参画推進講座
子どもおとなも集まれ！
リーブラ子育て交流ひろば

林　加代子、菅野　京子 H24.6.22,，6.23 1・2

教育機関向け出前講座 「区内高等学校　デートＤＶ防止のための出前授業」 吉祥　眞佐緒、本村　久美子 H24.7.11，7/24 2

男女平等参画推進講座 WEN-DO　女性のための護身術講座 警視庁三田警察署生活安全課、橋本　明子 H24.7.18 1・2

男女平等参画推進講座 ふらっとリーブラ8月　夏休み子ども映画の巻　「魔法にかけられて｝ － H24.8.2 1・2

男女平等参画推進講座 「学びを仕事に　社会活動に！」　夏の2DAY＋インターンシップ2012 リーブラ職員 H24.8.20、22 1・2

男女平等参画推進講座 ふらっとリーブラ9月　～誰でも楽しめる♪世界に一つの「わたしの絵本」作り～ 牛嶋　浩美 H24.9.15 1・2

男女平等参画推進講座 今から目指せるおシゴト発見！～女性のための再就職＆起業講座
永井　由美、中上　直子、岡庭　磨美、竹内
千寿、

H24.9.27、10.4 1・2

男女平等参画推進講座 シングルマザーのための新しい生活に踏み出すガイド 若林　恭子、シングルマザーの区民　3名 H24.10.14 1・2

【参加対象】1：管内住民・企業　2：管内在勤・在学者　3：管内に限定しない　4：職員 39
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（ 港 区 つ づ き ） 男女平等参画推進講座 パパのための育児＆料理講座　『パパは世界で一番すてきな仕事！』 永田　陽子、滝村　雅晴、 H24.10.8，11.11，11.25 1・2

保育園向け出前講座 保育園向け「子どもの発達を支えるために親をエンパワーする支援」～虐待を予防する～ 永田　陽子 H24.10.31 1・2

男女平等参画推進講座 著者が語る話題の本講座　『女たちの記憶-＜近代＞の解体と女性文学』 岡野　幸江 H24.11.2 2

教育機関向け出前講座 看護専門学校向け　「デートＤＶ」ってなに？ 橋本　初江、吉祥　眞佐緒 H24.11.5，12.20， 2

企業向け出前講座 企業向け出前講座　管理職向け「セクハラ・パワハラ防止セミナー」 浜田　純子、 H24.11.9 2

男女平等参画推進講座 仕事と子育て両立ナビ 普光院　亜紀、関根　久仁子、北岡　真由美 H24.11.17 1・2

男女平等参画推進講座 ふらっとリーブラ11月　『リーブラ・カフェ＆おしゃべり会　With弁護士さん』 延べ18名の弁護士（女性16名、男性2名） H24.11.21 1・2

男女平等参画推進講座 著者が語る話題の本　特別編　酒井啓子さんと作る／食べるイラク料理 酒井　啓子 H24.12.1 1・2

男女平等参画推進講座 障害とともに生きる　～　和田さんちの恋愛から出産、子育てまで 和田　千珠子、和田　公一 H24.12.7 1・2

男女平等参画推進講座 ふらっとリーブラ12月　しゃべり場「私の大切なマンガあなたの大切なマンガ」～伝えたい、遺したい思い 町田　美千代　氏（NPO法人女の空間NPO） H24.12.15 1・2

企業向け出前講座 社員のための「セクハラ・パワハラ防止セミナー」 浜田　純子 H24.12.20 2

男女平等参画推進講座 東日本大震災関連講座　映画上映会「311：いまを生きる～In the Moment」 － H24.1.19 1・2

男女平等参画推進講座 女性＆男性の視点で地域防災力アップ！ 浅野　幸子 H24.1.26 1・2

男女平等参画推進講座 I（あい）カフェ　～IカフェでI（私）・愛・会い合いを語り合いましょう -- H24.2.1 1・2

教育機関向け出前講座 保育園向け出前講座　三田駅前保育園 永田　陽子 H24.2.16 2

教育機関向け出前講座 子育てひろば出前講座　あっぴい麻布 徳倉　康之 H24.2.17 2

男女平等参画推進講座 今から備える、介護時代　～会社と社員の未来のために～ 大西　徳雪 H24.2.28 1・2

男女平等参画推進講座 これで安心！「シングルライフを生き抜く知恵」～楽しく生きて、しっかり備える～ 松原　惇子 H24.3.14 1・2

男女平等参画推進講座 「パパは世界で一番素敵な仕事」参加者対象座談会 滝村　雅晴 H24.3.17 1・2

新 宿 区 男女共同参画講座 開館から30年を振り返って 原田　静枝 H25.2.14 3

男女共同参画講座 化粧の意味とその魅力 石田　かおり H25.3.16 3

性と生の講座 マンガから考える女性の生き方 手塚　能理子 H25.2.21 3

性と生の講座 女性のための護身術―心と身体を護るために― 橋本　明子 H24.8.4、H24.8.29 3

育児ママの再就職準備講座 育児ママの再就職準備講座 生き方編 Ⅰ- ① 田中　喜美子、齋藤　あや子 H24.6.19 1・2

育児ママの再就職準備講座 育児ママの再就職準備講座 生き方編 Ⅰ- ② 小松　智子、田中　喜美子 H24.6.26 1・2

育児ママの再就職準備講座 育児ママの再就職準備講座 働き方編 Ⅱ- ① Ⅱ- ② 齋藤　あや子 H24.7.10、H24.7.17 1・2

パートナーシップ講座 シンプル育脳術～未来を切り拓く“生きる力”の育て方～ 黒川　伊保子 H25.2.15 3

パートナーシップ講座 住まいと生き方 坂元　良江、岡崎　愛子 H25.3.11 3

パートナーシップ講座 絵本の読み聞かせ あきひろ（ブックドクター） H25.3.14 3

パートナーシップ講座 未来につなげよう健康な食生活 桜井　利子 H25.3.14 3

パートナーシップ講座 ジェンダーって何？ 艮　香織 H25.3.2 3

パートナーシップ講座 『アラブの春』とジェンダー 平井　文子 H25.3.17 3

パートナーシップ講座 四谷伝統芸能　江戸の話芸に学ぶ 宝井一凛、立川談修 H25.3.15 1・4

【参加対象】1：管内住民・企業　2：管内在勤・在学者　3：管内に限定しない　4：職員 40
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（新宿区つづき） パートナーシップ講座 日本女性会議2012仙台　参加報告会 日本女性会議参加者 H24.12.22 3

男性対象講座 お話大好き！～イクメンパパのための読み聞かせ講座～ 床井　文子 H24.11.24 1・2

男性対象講座 パパのライフスタイルをみつけよう 吉田 大樹 H25.3.2 3

自主企画講座 若者のつどい　コミュニケーション力アップ 竹内　康代 H25.2.15 3

自主企画講座 開館30周年記念事業　新入学応援講座　就学前後の親子へのアドバイス 高橋　康夫 H25.2.18 3

若者応援講座
20代～30代のための
コミュニケーション力アップﾟ講座 初級編

竹内　康代 H24.7.19 3

若者応援講座 　　　　 　　　 〃　　 　　中級編 竹内　康代 H24.7.26 3

若者応援講座 　　　　  　　　〃　　　 　上級編 竹内　康代 H24.8.2 3

男女共同参画フォーラム ともにすすもう！未来へ　開館30種年記念　－人生8合目からがおもしろい－ 田部井　淳子 H25.2.16 3

しんじゅく女性団体会議・公開講座 災害時に女性が地域で活躍するためには 村田　晶子 H25.2.8 3

相談機関連携会議・研修会 未受診妊婦の実態　未受診妊婦がもたらす健康問題（子どもへの影響等） 水主川　純 H24.11.22 4

ワーク・ライフ・バランスセミナー 企業に求められるメンタルヘルス対策 井上　悟 H25.2.12 3

ワーク・ライフ・バランスセミナー 企業に求められるメンタルヘルス対策 横山　美弥子 H25.2.13 3

ワーク・ライフ・バランスセミナー 企業に求められるハラスメント対策 涌井　美和子 H25.3.6 3

DV啓発講座 「デートDV]ってどんなこと？
NPO法人 青い空－子ども・人権・非暴力ス
タッフ

H25.1.18 3

DV啓発講座 身近な問題としてDVを考える。夫婦げんか？暴力？ 戒能　民江 H25.3.9 3

DV啓発講座 創作落語で学ぶ「どめすてぃっく・ばいおれんす」 千金亭　値千金 H25.3.9 3

新宿区配偶者暴力相談支援センター設置検討委員会作業部会研
修会

職員向け「ＤＶ被害者対応スキルアップ研修」 田中　弘子・湯浅　範子 H25.2.19 4

新宿区男女共同参画行政推進連絡会議講演会 セクシャルハラスメント防止研修 菅谷　貴子 H25.2.12 4

文 京 区 男女平等参画セミナー 女性のためのパソコン教室　スキルアップで仕事に強くなろう！ 西村　文恵 H24.6.21・22・28・29 1・2

ふみだせ！パパプロジェクト 離乳食講習会とベビーマッサージ 赤堀　博美・関美奈子 H24.9.8 1

ふみだせ！パパプロジェクト プレパパ・子育てパパ応援講座 安藤　哲也 H24.10.6 1・2

職層研修「新任（後期）」 男女平等参画社会の推進について 男女協働・子ども家庭支援センター担当課長 H24.10.16 4

副校長・副園長研修会 男女の平等なパートナーシップ形成における学校教育の役割－ＤＶ環境下の子ども支援と暴力防止教育－ 内海﨑　貴子 H24.12.18 4

オールラウンド研修「男女平等参画推進」 男女平等参画推進について 堀内　光子 H25.2.18 4

男女共同参画週間記念講演会 「今、声を上げよう。女の視点から2012」被災地支援を通じて女性のパワーについて 落合　恵子 H24.6.9 3

文京区男女平等センターまつり講演会 「男のスカートはなぜ流行らない」 山田　五郎 H24.10.21 3

男女平等センタートーク&コカリナコンサート 黒坂　黒太郎トーク&コカリナコンサート 黒坂　黒太郎 H25.3.24 3

プラスワンセミナー（2回連続講座） 「あなたが輝く女性講座」「家事、育児も夫と対等でいたい」 加藤　千恵 H24.6.29・7.13 3

プラスワンセミナー 「女の生き方、女性の自立」 小幡　悦子 H24.9.1 3

プラスワンセミナー 「ＤＶのない社会をめざして」 戒能　民江 H24.11.17 3

プラスワンセミナー 「中高年男性のワーク・ライフ・バランス」～幸せの「老い仕度」に向けて～ 土堤内　昭雄 H25.2.16 3

プラスワンセミナー 「ワーク・ライフ・バランス　男は父親になって変わる」～パパ料理で成長する10のステップ～ 滝村　雅晴 H25.3.16 3

【参加対象】1：管内住民・企業　2：管内在勤・在学者　3：管内に限定しない　4：職員 41
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10　講演会・講座等の状況(24年度実績）

（文京区つづき） 区政を知る懇談会 「新たになった介護保険」「乳ガン・子宮がん検診のすすめ」 介護保険課長・健康推進課長 H24.5.24・H25.1.31 3

未来の女性科学者育成事業（2回連続講座） 「女子中学生のための科学への招待席」「先輩女性科学者が語る女子中学生のための科学への招待席」 森　義仁 H24.7.28・8.25 3

父と子の料理教室（2回連続講座） 「お父さんと一緒にクッキング」 赤堀　博美 H24.8.4・8.5 3

登録団体企画事業 「女性の経験を地域の防災・減災・復興に生かす」～男女共同参画とポスト3.11社会～ 堂本　暁子 H25.2.9 3

台 東 区 男女共同参画推進講座 自己表現トレーニング講座　女性のためのハッピーコミュニケーション講座 岩井　美代子 H24.5.26～6.9（3日間） 1・2

男女共同参画推進講座 パパ(男性保護者)と遊ぼう！0歳児とのふれあいあそび講座 児童館職員 H24.6.30 1・2

男女共同参画推進講座 男性対象講座「facebookで地域・仲間とつながろう！」 浦　宗一朗 H24.12.15 3

男女共同参画推進講座 男性対象講座「男性学入門セミナー」 田中　俊之 H25.2.2 3

男女共同参画推進講座 男性対象講座「色で自己表現力ＵＰ！新しい自分を発見できるカラーコーディネート」 土田　ユキ H25.1.27 3

男女共同参画推進講座 ＤＶ講座　ＤＶの基礎及び、デートＤＶ 中川　浩子 H25.2.25、H25.2.28 3

男女共同参画推進講座 ＤＶ講座「大切な人を暴力から守るために」 田村　伴子　　　野本　美保 H25.2.20、H25.3.6 3

男女共同参画推進講座 女性のための再就職支援セミナー　女性の再就職を支援する講座 仲宗根　春代 H24.11.2～11.9（3日間） 1・2

男女共同参画推進講座 しごとに関する講座　イクメン東大教授による「笑って考えるワーク・ライフ・バランス」講座 瀬地山　角 H25.3.20 3

男女共同参画推進講座 セクシュアル・マイノリティ講座　　セクシュアル・マイノリティについて理解を深める講座 宇佐美　翔子 H24.10.4 3

区民学習活動支援事業 いま考える女性の人権－世界の教育は人間の誕生と死をどう教えてきたか－ 橋本　紀子 H24.10.9～10.30（3日間） 3

区民学習活動支援事業 子どもの心を開く　笑顔のコーチング 小巻　亜矢 H24.10.23 3

区民学習活動支援事業 加齢なるハーモニー－健康で生きる秘訣－ 原田　文植 H25.1.18 3

区民学習活動支援事業 お絵かきコミュニケーションで見つめる「子どものこころ」「私のこころ」 渡部　ゆか H24.11.26、H24.12.10 3

地域のチカラ講座 自分を見つめなおして　キラキラ人生に！ 加藤　安津香 H24.11.3、H24.11.10 3

地域のチカラ講座 私の“これから”をみる～今までの１０年から～ 市村　有花里 H24.12.1 1・2

地域のチカラ講座 七五調ワークショップ 黒須 　剛 H25.1.12、H25.1.19 1・2

地域のチカラ講座 初めてのしぼり染め～桜模様で春を装う～ 熊谷　寿美子 H25.1.23～2.13（3日間） 3

地域のチカラ講座 気持ちを届ける　ＧＩＦＴラッピング 岡島　美ゆき H25.2.9、H25.2.23 3

専門相談 女性のためのこころとからだのリラクゼーション講座 花崎　晶 H24.6.14～6.28（3日間） 1

２０１２男女平等推進フォーラム講演会 講演会「女（ひと）と男（ひと）のよりよい関係」 山本　コウタロー H24.9.30 3

墨 田 区 男女共同参画セミナー&意見交換会 すみだをライトアップ！～どうすすめるか？男女共同参画～ 広岡　守穂 H24.11.17 1・2

ワーク・ライフ・バランスセミナー（企業向け） 仕事と介護の両立をサポートするために 新田　香織、椎名　美恵子 H25.2.15 1・2

職員研修（一般職員対象） セクハラ研修～セクハラ。身近にある人権侵害～ 山崎　新 H25.2.13 4

子育てママの、私の時間 専門の講師から”夫やママ友”との「相手も自分も尊重できるコミュニケーション」講座 講師　鈴木　正子 6月7・21日、7月5日木曜日（3日間） 1

すずかけ大学【全11回】 男女共同参画社会推進のための基礎知識習得と社会の中で推進する人材育成
加藤　千恵、金井　景子、国広　陽子、有馬
明恵、宗方　恵美子、松川　淳子

H24.5.11～H24.7.27(11日間) 3

すずかけキッズプログラム（すずかけキッズプログラム実行委員
会共催）

０歳児から楽しめるクラシックコンサート 新日本フィル　吉鶴　洋一外３名 H24.8.22 3

すずかけひろば 講演、登録団体による舞台・展示発表 奥山　和弘 H24.9.29 3

パープルリボンプロジェクト パープルリボンプロジェクト～女性に対する暴力をなくす運動週間～  パネル展示 － H24.11.12～H24/11/25(14日間） 3

【参加対象】1：管内住民・企業　2：管内在勤・在学者　3：管内に限定しない　4：職員 42
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10　講演会・講座等の状況(24年度実績）

（墨田区つづき） 女性のための護身術ＷＥＮ－ＤＯ
カナダで開発された女性のための護身術「ＷＥＮ－ＤＯ」を学び、“最小限の力”で犯罪や暴力から自分自身を護
る技を身につける

橋本　明子 H25.1.26、H25.2.9 3

イクメンパパ養成講座　すみだパパスクール【全3回】 仕事と育児を両立する秘訣を学ぶ、パパのためのお悩み解決ワークショップ、親子で絵本うたうライブ 東　浩司、高祖　常子、西村　直人 H24.11.4～12.2（3日間） 1・2

女性のための再就職支援セミナー もう一度働きたい、今日からできる就活ポイント 石井　晶子 H24.11.22 3

講座委員会企画運営講座 パープルリボンプロジェクト　タオルで
「うさぎ」を作ろう

「パープルリボンプロジェクト」にちなみ、紫色のリボンを使ったタオルのうさぎを作る 講座委員 H24.11.16 3

第8回朗読会 朗読 － H24.12.1 3

定年からの地域デビュー応援講座【全2回】 地域デビューや自分の振り返り、家族や家庭内でのあり方を学ぶ 大畠　政義 H25.2.20、H25.2.27 1・2

働く女性の応援セミナー「アサーティブネス」講座 コミュニケーションスタイルを知り　～自分も仕事も一歩前進～ 鈴木　正子 H25.126～H25.2.9(3日間) 1・2

情報資料委員会企画運営講座 「大人の童話作ってみませんか？　～つぶやきで始める童話講座～ 情報資料委員 H25.3.6 3

女性センター出前講座「デートDV講座」 デートDVに関する基礎知識や、相手を尊重することを学ぶ 西山　さつき H24.12.17、H25.1.30 2

江 東 区
江東区パルカレッジ
火曜コース

「輝こう！理想のライフスタイルを求めて」～ジェンダーの視点を通して災害について考える～ 水島　希ほか H24.5.26～12.8 1・2

江東区パルカレッジ
土曜コース

「輝こう！理想のライフスタイルを求めて」～仮想NPO結成を想定した地域コミュニティ・プランニング～ 姫野　宏輔ほか H24.5.26～12.8 1・2

江東区パルカレッジ公開講座 前期「こころ豊かに～女も男も自分らしく～」、後期「Ｌｅｔ’ｓ　enjoy 子育て・孫育て　そして自分育て！」 前期 海原　純子、後期 安藤　哲也 H24.4.21、9.8 1・2

男女共同参画学習講座 男性向け料理講座「男の厨房」 小山　朝子
H24.5.12～9.8（前期5回）

H24.10.13～H24.2.9（後期5回）
3

男女共同参画学習講座 女性向け健康セミナー　更年期をしなやかに過ごそう 木村　容子 H24.6.16 3

男女共同参画学習講座 はじめの一歩！子育てママの再就職応援セミナー 小澤　佳代子 H24.7.5、7.12 3

男女共同参画学習講座 女性起業家入門セミナー～トビラを開こう！想いをカタチにする方法～ 大江　栄 H24.7.7 3

男女共同参画学習講座 DV対策講座「STOP！デートDV」 西山　さつき H24.7.14 3

男女共同参画学習講座 食育講座「こどもお料理団」 田口　成子 H24.7.29、8.5 3

男女共同参画学習講座 食育講座「こどもお料理団」番外編～保護者向け食育セミナー～「食材を知ろう！」 田口　成子 H24.8.26 3

男女共同参画学習講座 団塊の世代向けセミナー　新しい自分発見！楽しく暮らすセカンドライフ 松本　すみ子 H24.9.16、9.23 3

男女共同参画学習講座 こどもの進路を考えよう 日本女性技術者フォーラム会員 H24.9.22 3

男女共同参画学習講座 ～想いをカタチに！～女性起業家ステップアップセミナー 大江　栄 H24.10.20、10.27 3

男女共同参画学習講座 女性向けワーク・ライフ・バランスセミナー　仕事もプライベートも充実！自分に合った生活バランスの見つけ方 大西　友美子 H24.11.10 3

男女共同参画学習講座 君も科学者！！理科実験教室 ＮＰＯ法人リアルサイエンス H24.12.9 3

男女共同参画学習講座 夫婦の絆☆コミュニケーションセミナー「より良い関係を築く話し方・行動の仕方」 小林　　美智子 H24.12.15 3

男女共同参画学習講座 男の家事セミナー　お掃除の極意 神長　一徳 H24.12.16 3

男女共同参画学習講座 私のリーダーシップ発見セミナー 藤田　潮 H24.1.16、1.23、1.30 3

男女共同参画学習講座 男性向け健康セミナー　これなら減らせる！中性脂肪とのつきあい方 新出　真理 H25.1.19 3

男女共同参画学習講座 Ｌｅｔ’ｓ　Ｅｎｊｏｙ！ メンズライフ 田中　俊之 H25.1.27 3

男女共同参画学習講座 親子でスキンタッチ（1日2回） 福嶋　美奈子 H25.2.3 3

男女共同参画学習講座 地域で考える防災～いざというとき助け合える関係～ 清水　裕 H25.2.10 3

男女共同参画学習講座 企業向けワーク・ライフ・バランスセミナー「業績アップの鍵！ワーク・ライフ・バランス」 渥美　由喜 H25.2.13 3

男女共同参画学習講座 お父さんのためのなるほど！育児セミナー 東　浩司 H25.3.16、3.23 3

【参加対象】1：管内住民・企業　2：管内在勤・在学者　3：管内に限定しない　4：職員 43
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10　講演会・講座等の状況(24年度実績）

（江東区つづき） 男女共同参画学習講座 知っておきたい社会保障制度 新田　香織 H25.3.17 3

パルカレッジ開講20周年・修了生の集い（江東パワーアップ広場） 基調講演「男女共同参画最新事情」と修了生の情報交換 加藤　秀一 H25.1.26 3

実力アップ支援セミナー 「今だから考えよう！生命をつなぐ～食の安全～」（企画・運営はパルカレッジ19期卒業生） 神山　美智子 H24.11.11 1・2

品 川 区 男女共同参画啓発講座 子育てに絵本を！絵本ならできること 児玉　ひろ美 H24.5.12 1・2

男女共同参画啓発講座 身近でやさしい法律講座 亀井　時子 H24.5.24 1・2

男女共同参画啓発講座 お仕事を始める前に 都外川　八重、池田　千恵、大東　聖子 H24.9.6、H24.9.20、H24.9.27 1・2

男女共同参画啓発講座 女王の時代のシェークスピア 門野　泉 H24.10.12、H24.10.19 1・2

ワークライフバランス講座 ワークライフバランス講座 辰巳渚、太田差恵子 H24.10.6、H24.10.20 1・2

男女共同参画啓発講座 離婚に関する法律講座 田中千草 H24.11.20 1・2

男女共同参画啓発講座 ライフ&マネープラン 飯村　久美 H25.1.17、H25.1.24 1・2

ＤＶ講座 ＤＶ講座 中村延江、橋本明子 H25.2.5、H25.2.19 1・2

男女共同参画啓発講座 コミュニュケーション講座 小柳　茂子 H25.2.26、H25.3.5、H25.3.12 1・2

男女共同参画推進フォーラム その時アナタは大切な人を守れますか？～女性だから気づく知識と知恵～ 三浦暁子 H24.11.10 3

目 黒 区 連続講座 女性のための護身術と護心術～“自分を大切に自身で護ろう” 橋本 明子 H24.11.10、H24.11.17、H24.11.24 3

連続講座 父親と子どもの家事講座～お母さんのにっこりを増やそう！
粂井 優子、宇都宮 紘子、井上 千枝、磯村
一司

H24.11.10、H24.11.24、H24.12.8 3

単発講座 メディア・リテラシー講座「映画の中の女性たち」 松本 侑壬子 H24.6.16 3

単発講座 デートＤＶ防止出張講座「デートＤＶってなに？」 吉祥 眞佐緒、本村 久美子 H24.7.17 2

単発講座（男女平等フォーラム2012において実施） 防災講座「災害と女性～防災力アップは女性×男性の視点で」 浅野 幸子 H24.7.7 3

単発講座 リプロダクティブ・ヘルス／ライツ講座「更年期・こういう時に漢方！！」 古尾谷 不二 H24.9.29 3

単発講座 ワーク・ライフ・バランス講座「仕事・家庭で役立つ時間管理術」 中本 千晶 H24.8.29 3

単発講座 女性の人材育成講座「好きなことで夢をかなえる仕事術～趣味が仕事に！」 谷口 令 H24.10.24 3

単発講座
女性の就労支援講座「女性のための再就職支援セミナー～今からできる私らしくイキイキと働くための最初の一
歩」

上田 晶美 H25.1.30 3

職員研修（セクシャル・ハラスメント防止研修） 働きやすい職場環境のために 北上 眞理子 H24.12.13、H24.12.14 4

男女平等フォーラム2012 シンポジウム「条例10周年を迎えて どう活かす？男女平等条例」
パネリスト：神尾 真知子、小出 誠、太田 芳
枝、望月 千世子　コーディネーター：牛島 光
恵

H24.7.8 3

男女平等フォーラム2012 映画と講演のつどい　映画「うまれる」上映 ＆ 監督による講演 豪田 トモ H24.7.8 3

大 田 区 映画会 　「がんぱっぺフラガール」 H24.12.1 3

講演会 　大河ドラマ「江」「篤姫」の脚本家が贈る　歴史と人生の舞台ウラ 田淵久美子 H24.7.7 3

講演会 　元千葉県知事　堂本暁子さんが語る防災講演会 堂本暁子 H25.3.23 3

男女共同参画推進講座 もうひとはな咲かせるための　女の生き方塾 定池由紀子　古澤里美　鶴貝真弓　新居彩子 H24.10.18～11.1（3日間） 3

男女共同参画推進講座 ココロを軽くする女性学講座 古澤里美　瀬地山角　加藤千恵　竹内由紀子 H24.10.2～11.27（8日間） 3

男女共同参画推進講座 育休ママのためのパワーチャージセミナー 飯島めぐみ　　岡　智子 H24.6.7～7.5（3日間） 3

男女共同参画推進講座 経験豊かな相談員から学ぶＤＶ防止支援者セミナー 竹内由紀子 H24.11.13 3

男女共同参画推進講座 ココロに効くとカラダが応える　女性のための護身術 橋本明子 H24.7.14～7.21（2日間） 3

【参加対象】1：管内住民・企業　2：管内在勤・在学者　3：管内に限定しない　4：職員 44



区市町村 名　　　　　　　称 テ　　　ー　　　マ 講　師　氏　名 実施時期 参加対象

10　講演会・講座等の状況(24年度実績）

（大田区つづき） 男女共同参画推進講座 基礎から学ぶ男の料理(初級編） 浅見浩司　　栗原他3 H24.6.27 3

男女共同参画推進講座 有名シェフから学ぶ男の料理（中級編） 浅見浩司　　栗原他3 H24.829 3

男女共同参画推進講座 男の生き方塾２０１２　　元気で人の役に立つカッコいい人生を楽しむコツ 中西光彦　小林昭文　大畠政義 H24.10.3～10.31（5日間） 3

男女共同参画推進講座 夏休みだヨ！　パパとＫＩＤＳのチャレンジ大作戦！ 稲葉泰子　野中勝利 H24.7.22～8.19 3

男女共同参画推進講座 パパの手でつくる　赤ちゃんのハッピータイム 田中由美子　青木博美 H24.4.8～4.22（3日間） 3

男女共同参画推進講座 子育てサポーター養成セミナー
古澤里美　汐見和江　菊池政隆
ネットワークＢear

H25.1.21～2.25（5日間） 3

男女共同参画推進講座 女性のための課題解決能力向上セミナー 中野洋恵　小林京子 H24.5.24～7.112（8日間） 3

男女共同参画推進講座 ママのための再チャレンジ応援ナビ 古澤里美　　岡　智子 H24.6.12～6.19（2日間） 3

男女共同参画推進講座 女性のための再就職支援セミナー　お仕事復活ナビ
岡　智子　小林のり子　前田美香　堂谷祐規
子　上野佳子　水町真樹子　長野マキ　中瀬
路子

H24.6.26～6.17（4日間） 3

男女共同参画推進講座 女性のための就労応援フェア 氏家祥美　平田未緒 H25.3.14 3

男女共同参画推進講座 経済的に自立をめざす女性のための３日間集中パソコンセミナー 小用隆志　佐久田優香 H24.6.4～6.6（3日間） 3

区民企画講座 今ドキ夫婦のハッピープランニング 柳田亮子　福島久美子 H24.10.28～10.25（3日間） 3

区民企画講座 リタイア後を１０倍楽しく！今から準備する男の教養講座
坂林哲雄　伊藤宏一　牟田静香　荒井浩道
嵯峨座晴夫

H25.2.10～2.24（3日間） 3

世 田 谷 区 関係者及び職員研修 DV被害者支援者研修会 井口博 H25.2.7 3

職員研修 DV職員研修 池田ひかり H24.12.11 4

職員研修 男女共同参画職員研修 鹿島敬 H25.2.25 4

男女共同参画講座 宇宙飛行士山崎直子講演会 山崎直子 H25.3.26 3

男女共同参画講座 働く・働きたい女性のためのアサーション講座 長野マキ、森山貴代 H24.11.20 3

男女共同参画講座 働きたい女性のためのコミュニケーション講座 桜沢信江 H24.11.21 3

男女共同参画講座 DV防止啓発講座　身近な人がDVにあったら大切な人の笑顔を取り戻すために、わたしたちにできること 野本美保 H24.12.2 3

男女共同参画講座 セクシャル・マイノリティ理解講座　学校、家庭、職場“ちいさな声”に気づいたら ミナ汰、タイガ H24.12.7 3

男女共同参画講座 シングルマザーのほっとサロン
NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ
ひとり親家庭相談員

H24.11.3～H25.3.2(4日間) 3

男女共同参画講座
学校出前講座
デートＤＶ

西山さつき H24.7.11 2

男女共同参画講座
学校出前講座
デートDV

阪口さゆみ H24.7.13 2

男女共同参画講座
学校出前講座
デートDV

西山さつき H24.7.18 2

男女共同参画講座
学校出前講座
男女共同参画

北村年子 H24.7.18 2

男女共同参画講座
学校出前講座
デートDV

デートDV防止せたがやネットワーク H24.11.16 2

男女共同参画講座
学校出前講座
デートDV

西山さつき H25.3.9 2

区民企画協働講座 区民企画協働事業　かたづけ上手なパパになろう！ 小松易 H24.10.14 3

区民企画協働講座 区民企画協働事業　デートＤＶ防止ワークショップ 西山さつき H24.11.11 3

区民企画協働講座 区民企画協働事業　新春　夢と希望を描くパソコンde葉書づくり 祢津順子 H25.1.12 3

区民企画協働講座 区民企画協働事業　お父さんとチャレンジ！切ったり貼ったりして絵本をつくろう！ 橋本晶子、荒川亜由 H25.2.16 3

区民企画協働講座 区民企画協働事業　自分のキャリアを整理するていねいな自己分析 ル・レーブキャリアサポート H25.3.13 3

【参加対象】1：管内住民・企業　2：管内在勤・在学者　3：管内に限定しない　4：職員 45



区市町村 名　　　　　　　称 テ　　　ー　　　マ 講　師　氏　名 実施時期 参加対象

10　講演会・講座等の状況(24年度実績）

（ 世田谷区つづ
き ）

男女共同参画講座 らぷらすシンポジウム　これからの男女共同参画のために～防災から考える 広岡守穂、樋口恵子、木須八重子、保坂展人 H25.1.19 3

男女共同参画講座 らぷらす交流会 小野村登、柏雅康、矢郷恵子 H25.1.19 3

男女共同参画講座 シネマdeりらっくす - H24.9.11～H25.3.14(3日間) 3

男女共同参画講座 こどもdeごはん 大竹齊子、椎野雅子 H24.7.28 3

男女共同参画講座 こどもdeごはん＆母親のリラックス講座 柴田暁子 H24.12.1 3

男女共同参画講座 父と子のコミュニケーション講座 瀧田信之 H24.12.8 3

男女共同参画講座 パパの簡単超ウマごはん心ときめく食事力 渡辺満利子、横塚昌子 H24.9.15～H24.12.1(3日間) 3

男女共同参画講座 しもきたパパ・バギーの日（年間8回） 神谷厚子ほか H24.4.28～H252.23(8日間) 3

男女共同参画講座 出張しもきたパパ・バギーの日 吉川ユキ H24.9.22 3

男女共同参画講座 暮らしの中のアサーティブ・トレーニング 小柳茂子 H24.7.30～H24.8.13(3日間） 3

男女共同参画講座 暮らしの中のアサーティブ・トレーニングⅡ 小柳茂子 H25.2.27～H25.3.11(3日間) 3

男女共同参画講座 らぷらすからだトーク　からだと心をほぐして自分をラクにしよう 花崎晶 H25.2.21～H25.3.7(3日間） 3

男女共同参画講座 こそだて、しごと、介護ヒントをもらって悩みスッキリワーク・ライフ・バランス講座 沖藤典子、松田妙子 H25.2.22 3

男女共同参画講座 シングルマザーのための就労応援講座
長谷川能扶子、山本まゆみ、竹内三輪、石岡
薫

H24.6.6～H24.6.28（４日間） 3

男女共同参画講座 女性のためのらぷらす就職講座 小澤佳代子 H24.11.1～H24.11.15（3日間） 3

男女共同参画講座 悩めるガールズを応援パソコンdeゆっくり履歴書づくり 長谷川能扶子 H25.2.26～H25.3.12(3日間） 3

男女共同参画講座 わくわくワークフェスタin世田谷2012　起業講座
蟹瀬令子、澤登信子、長谷川輝美、柴田真
希、吉枝ゆき子

H24.11.24～H24.11.25(2日間） 3

男女共同参画講座 わくわくワークフェスタin世田谷2012　しもきたパパ・ママバギーの日 街のおたのしませやさん梅ちゃん他 H25.11.24～H2511.25(2日間） 3

渋 谷 区 男女共同参画講座 わが子の将来が心配なあなたのためのキャリア講座 長谷川　伸子 H24.5.30、H24.6.13 3

男女共同参画講座 「夫婦で子育て」の楽しさを知ろう！ 林田　香織 H24.7.21、H24.7.28 3

男女共同参画講座 性の問題・人権講座「自分らしく生きられる社会を」 星野　慎二 H24.9.4 3

男女共同参画講座 知らないではすまされないソーシャルメディアのコワさ 毎熊　典子 H24.9.22 3

男女共同参画講座 今どきの社会で輝き続けるための護身術 毎熊　典子 H24.10.6 3

男女共同参画講座 母として、妻として、教師として、戦い続けて今、未来に向けて思うこと 海老原　暁子、　結木　利奈 H24.11.11 3

男女共同参画講座 デートＤＶ講座「思春期の子どもをもつあなたへ」 兵藤　智佳 H25.1.17 3

男女共同参画講座 コミュニケーションスキルを磨いて「私」改革 結木　利奈 H25.2.14、H25.2.28 3

中 野 区 男女共同参画に関する講座 「2012年これからの男女共同参画社会」～互いを認め、ともに歩むあしたへ～ 田嶋　陽子 H24.6.23 3

女性の再就職セミナー 今からできる私らしく働くための最初の一歩～キャリアデザインから面接まで～ 上田　晶美 H24.10.26 3

男女が暮らしやすい地域コミュニティづくりの支援 大人な対応　アサーティブ　コミュ二ケーション術 竹内　康代 H25.1.19 3

女性への暴力に関する講座 女性のための護身術　気づく！避ける！行動する！ＷＥＮ－ＤＯワークショップ 橋本　明子 H25.2.16 3

ワーク・ライフ・バランスの推進事業 「働く場を広げる！！働き方を考える！！」 池田　徹、中村　紀子 H25.3.2 3

デートDV出前講座 デートＤＶ～お互いを大切にする関係とは 栄田　千春 H24.11.10 2

デートDV出前講座 デートＤＶ～お互いを大切にする関係とは 栄田　千春 H24.12.21 2

【参加対象】1：管内住民・企業　2：管内在勤・在学者　3：管内に限定しない　4：職員 46
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杉 並 区 講座（女性団体等に委託） お話と実技　いつまでもいきいきと元気に活躍するために 山本さくら、高崎　良子 H24.9.11、25 2

講座（女性団体等に委託） カップルのためのワークライフバランスワークショップ 白石あすか、竹下浩美 H24.7.21、9.15、11.10 3

講座（女性団体等に委託） 「杉並の女性史」講座　杉並にゆかりの女性シリーズ９　与謝野晶子Ⅱ 吉見　周子 H24.11.24、12.1 2

講座（女性団体等に委託） 家族力ＵＰ！パパの育休×育休後カフェ×パパ子キッチン 塚越学、山口理栄、滝村雅晴 H24.9.29、10.6、11.10 3

講座（女性団体等に委託） あなたもできるスピードクッキング 田上久美子 H24.10.6、10.20、10.27 3

講座（女性団体等に委託） ケアする人のための「心も体も軽くなるコミュニケーション講座」 増野　肇、園田　雅代 H25.2.15、2.23 2

豊 島 区 女性のための再就職支援セミナー 今からできる私らしく働くための最初の一歩[1回]  キャリアデザインから面接対策まで 上田晶美 H24.4.26 3

エポック10エンパワーメント講座2012「わたし力アップ塾！」[全4
回]アイデア＆創造力アップからプチ起業まで

[第1回]創造性を豊かにする方法や、アイデアを発送する力を実践的に体感しながら学ぶ 三好良子 H24.5.8 3

[第2回]漠然としているアイデアのまとめ方やアイデアを具体的に実現させる方法を学ぶ 三好良子 H24.5.13 3

[第3回]起業への第一歩を踏み出す前に準備しておきたいこと、知っておきたいことを学ぶ 古屋由美子 H24.5.15 3

[第4回]成功までの道のりを先輩起業家にお話しいただき、参加者同士の交流会を開く
ネイルサロン経営者、酵母パンカフェオー
ナー

H24.5.29 3

ドキドキ託児デビュー ママのひとやすみ － H24.9.19 3

エポック10区民企画運営講座 たまるプチストレスとの向き合い方～ストレス対処法～ 加藤　司 H24.9.27 3

デートＤＶ予防キャンペーン 新成人にデートＤＶの加害者にも被害者にもならないよう情報提供をする。 － H24.1.14 3

エポック10大人の総合学習[全4回]
　少女マンガを読み解く～ロマンティックラブからボーイズラブまで
～

[第1回]ロマンティックラブイデオロギーとは何か学ぶ 千田有紀 H24.11.6 3

[第2回]少年愛からボーイズラブまでの流れを学ぶ 千田有紀 H24.11.13 3

[第3回]1990年代やおい－同人誌から商業誌へ 千田有紀 H24.11.20 3

[第4回]ＢＬが可能にするものとは何かを学ぶ 千田有紀 H24.11.27 3

"わたし"を大切にするメイク講座
「デートＤＶ」を知らない人のための講座。デートＤＶについて理解を深めてもらうこと、被害の未然防止を目的とす
る

宗像美由 H25.2.5 3

専門相談講座 ①からだ　「これでバッチリ！産後ママ・育児期ママのカラダのメンテナンス」 加藤佳代 H24.9.28 3

②こころ「相談室の窓口からみえてきたこと～セクシュアルマイノリティのいきづらさをとおして～」 星野慎二 H25.3.7 3

共催事業 ①人権講演会「"くらたま流"～へこたれない人生～」 倉田真由美 H25.7.18 3

②2012がん検診受診率向上イベント「女性の健康を守るために」 － H24.11.3 3

③今・ココ・わたし～自分史活用術～ － H24.7.13 3

④思春期の子供の世界Ⅸ～いま改めて"よい子の心"を考える～ 香山リカ H24.10.6 3

⑤不登校体験者が語る － H24.11.10 3

⑥知らなきゃ損、知って得する絵本の選び方 木坂涼 H24.12.5 3

⑦思春期の子どものＳＯＳを見抜く － H24.12.6 3

⑧子供の考える力を育てる親の言葉かけ － H24.12.13 3

⑨本音のワーク×ライフマインドバランス － H25.1.9 3

⑩親子で遊ぼう － H25.1.27 3

⑪話し方のワークショップ　魅力ある人はコミュニケーション上手 － H25.2.24 3

エポック10シネマ 映画に描かれている多様な女性たちの生き方、考え方に触れ女性を取り巻く問題を捉え、考える機会を提供する － Ｈ24.4.13～H25.3.1（全10回） 3

【参加対象】1：管内住民・企業　2：管内在勤・在学者　3：管内に限定しない　4：職員 47
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10　講演会・講座等の状況(24年度実績）

（豊島区つづき） 男女共同参画週間（エポック10フェスタ2012） 「輝いて女
ヒト

と男
ヒト

　つなげよう明日
アス

への一歩
イッポ

」　11講座 開催、イベント、展示 － Ｈ24.6.14～16（展示6.1～6.28） 3

男女共同参画都市宣言記念週間講演会・パネル展示 大地震！その時どうなる？今やることできること～目からうろこの防災新常識 浅野幸子 Ｈ25..3.16（展示1.30～2.8） 3

実践あるのみ！ワーク・ライフ・バランス！～社員の元気は会社の元気～
①基調講演「ワーク・ライフ・バランスのすすめ」～社員の多様性を企業の力にする～
②参加者による交流会「みんなの働き方を知りたい！女性交流会！」

岩田喜美枝 H24.10.31 3

豊島区制80周年記念事業・男女平等推進センター開設20周年記
念がん検診受診勧奨事業

綾戸智恵　元気が出るトーク＆ライブ － H24.9.1 3

北 区 北区男女共同参画週間 講演会「好奇心ガール９７歳、現役フォトジャーナリストは語る」 笹本恒子 H24.6.23 3

北区男女共同参画週間 映画「ココ・アヴァン・シャネル」 － H24.6.24 3

北区さんかく大学 韓国社会の変容と結婚観 平田由紀江 H24.9.29 3

北区さんかく大学 結婚と名字～夫婦別姓を考える 笹川あゆみ H24.10.6 3

北区さんかく大学 現代ドイツの男女共同参画―ライフスタイルの変化から考える 田中洋美 H24.10.13 3

北区さんかく大学 日本で暮らす外国人女性たち 長谷部美佳 H24.10.20 3

北区さんかく大学 最近出会った国と女性の地位―スウェーデン、フィンランド、アジア― 樋口恵子 H24.10.27 3

独立講座 パパと子どもの歯みがきタイム 深井浩子、井上恵美、福地美保 H24.9.15 3

独立講座 女性のための再就職支援講座 五関千幸、小林智宏 H24.10.17、H24.10.18 3

独立講座 DV等防止講座　女性に対する暴力をなくすために～こころを自由に 山崎礼子、安水裕子 H24.11.17、H24.11.18 3

独立講座 働き女子！のための妊活講座 大野智子、杉浦浩美 H24.12.15 3

独立講座 賢いメディアとのつきあい方～メディアリテラシーを養う 小玉美意子 H25.1.26、H25.2,9 3

独立講座 女性の視点で防災を考える 池田恵子、北区防災課職員 H25.3.2、H25.3.9 3

独立講座 ミドル男子のための魅力アップセミナー 藤原秋子 H25.3.16、H25.3.23 3

パートナーシップ事業 思春期クリニックのドクターに聞く～今どきの恋愛事情 Green Heart、上村茂仁 H24.7.15 3

パートナーシップ事業 看護・介護に活かす、ふれあいコミュニケーション力～ゴードン博士の看護ふれあい学に学ぶ てとての会、中井喜美子 H24.10.11 3

パートナーシップ事業
市井に生きるセクシュアル・マイノリティの現在(いま)～多様な生き方と誰もが生活しやすい地域と社会について
考える～

レインボー・アクション、島田暁、大塚健祐、濱
川敦材、金田智之、藤田裕喜、オノ

H24.11.11、H24.11.25 3

パートナーシップ事業 ママ＆パパのための保育園入園準備セミナー こっこ援、普光院亜紀 H25.11.24 3

パートナーシップ事業 女性は日本を救えるの？！「山川菊栄の思想と活動～姉妹よ、まずかく疑うことを習え」上映とトーク アゼリア会、山上千恵子 H25.2.2 3

パートナーシップ事業 ママの女子力UPの会　ママ業プラスアルファ座談会 「子育てママ応援塾」スマイル・ままの会 H25.2.15 3

出前講座 女も男もいっしょに！～ちょっと気になる健康話～ 大石圭子 H24.9.4 1

出前講座 北区における男女共同参画について 北区男女共同参画推進課長 H24.9.20 3

出前講座 仕事に健康に　笑顔は万策に勝る笑ネルギー 藤原秋子 H25.2.25 1

出前講座 デートＤＶについて 西山さつき H25.3.12、H25.3.13 2

荒 川 区 男女共同参画講演会（男女共同参画週間事業） 仕事も育児も、これからの人生も！子育てパパがママと子どもを笑顔にする
NPO法人ﾌｧｻﾞｰﾘﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ理事　村上誠氏
ビストロパパ代表　滝村雅晴氏

H24.6.24 １・２

男女共同参画推進講座 自分も相手も大切にする関係のつくり方講座
ＮＰＯ法人女性ネットSaya-Saya　代表理事
松本和子氏

H24.10.3～H24.10.17（全３回） １・２

男女共同参画推進講座 女性の生き方講座②～母親ってなぜ大変？ さいたま市女性学研究会　下村美恵子氏 H24.10.12～H24.10.26(全3回） １・２

男女共同参画推進講座 あらかわパパスクールｉｎ尾久②(アロマストレッチ） 飯田さゆり氏、飯田清隆氏 H24.12.1 １・２

男女共同参画推進講座 あらかわパパスクールｉｎ尾久③(子育てパパのWLB） NPO法人ﾌｧｻﾞｰﾘﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ理事　村上誠氏 H24.12.8 １・２

【参加対象】1：管内住民・企業　2：管内在勤・在学者　3：管内に限定しない　4：職員 48
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10　講演会・講座等の状況(24年度実績）

（荒川区つづき） 男女共同参画推進講座 あらかわパパスクールｉｎ尾久③(野菜でスタンプエコバックつくり） 一般社団法人アプリュス代表　柳原絵夢氏 H24.12.8 １・２

男女共同参画推進講座 あらかわパパスクールｉｎ尾久④(実践！パパ料理） ビストロパパ代表　滝村雅晴氏 H24.12.15 １・２

男女共同参画推進講座 アサーティブトレーニング講座〜自分も相手も大切にするコミュニケーション術 心理カウンセラー　宮本恵氏 H25.2.12～H25.3.12（全３回） １・２

男女共同参画推進講座 自分磨きのブラッシュアップ講座〜女性のための再チャレンジ講座
2級キャリアコンサルティング技能士　栗原友
女氏

H25.2.20～H24.3.6（全３回） １・２

アクト21交流のつどいワークショップ ミモザのリース作り フラワーデザイナー　若杉恭子氏 H25.3.2 １・２

アクト21交流のつどい講演会 防災について
荒川区区民生活部防災担当課長　上村淳司
氏

H25.3.2 １・２

板 橋 区 第13回いたばし男女平等フォーラム 私らしく、あなたらしく　～Step by Step　明日への一歩～　（講演とミニコンサート）  埼玉大学教授 田代　美江子 H24.12.8 3

男女平等参画セミナー
①女性のための起業家入門講座(第１回)「これから起業するあなたに～社長が語る起業のノウハウ～」 企業活性化ｾﾝﾀｰ所長　中嶋　修

区内女性起業家  ３名
H24.7.14 1・2

男女平等参画セミナー
②女性のための起業家入門講座(第２回)「つながることが起業の一歩～ネットワークづくり～」 企業活性化ｾﾝﾀｰ所長　中嶋　修

区内女性起業家  ４名
H24.7.28 1・2

男女平等参画セミナー ③デートＤＶ防止セミナー「デートＤＶとその対応 ～人権としてのセクシュアリティ尊重～」
多摩市TAMA女性センター運営委員長
高橋　祐子

H25.2.18 1・2

男女平等参画セミナー
④男性応援講座「パパといっしょにバルーン・アート」 ファザー・リング・ジャパン講師

田崎吉則、五十嵐丈敏
H25.3.10 1・2

男女平等参画セミナー ⑤「子どもが使えるミニトートバッグ作り」 ＡＮＪＩ　中山　朗子 H25.3.11 1・2

女性のための再就職支援セミナー 「わたしらしく働くって？」「人事に『会いたい！』と思わせる応募書類の書き方」 ㈲モアフレンズ代表取締役　小澤　佳代子 H24.11.19～H24.11.20 1・2

女性のための再就職支援セミナー 模擬面接～すぐに使える面接技法～
㈱インテリジェンスキャリアカウンセラー

H24.11.26 1・2

区民協働企画講座 女性向け　セルフ・ディフェンス（護身術）講座
青い空セルフ・ディフェンス事業担当
西村　説子ほか2名

H24.11.11 3

区民協働企画講座 女性の働き方は？働き続けるための支援は？
立教大学社会福祉研究所研究員　杉浦　浩
美

H24.12.1 3

区民協働企画講座 元女性消防士たちの被災地支援から見えた対策
社会貢献学会理事　環境防災コンサルタント
秦　好子

H24.12.1 3

いたばしアイカレッジ 第１学期
｢家庭・仕事・生活のバランス時代　～男女平等参画基礎講座～｣

①一区民としての女性の力～私たちは何ができるか～
②女性がつくる働き方の新しいルール～迷惑をかけあいながら働ける社会へ～
③性別役割分担の論理を考え、反論しよう
④女性差別撤廃条約～女性たちのもう一つの憲法～
⑤カルタで学ぶ男女平等参画
⑥夫婦別姓を考える～あなたにとって名字とは？～
⑦第三の人生の住まいとケア～デンマークの挑戦と介護保険の動向～
⑧人生１００年～すべての男女に出番を～

①作家　落合恵子
②立教大学社会福祉研究所研究員　杉浦
浩美
③東京家政大学人間文化研究所　関根　靖
光
④前・龍谷大学法科大学院教授　金城　清子
⑤東京家政大学教員養成教育推進室長　青
木　幸子
⑥東京家政大学人間文化研究所非常勤講師
笹川　あゆみ
⑦東京家政大学講師　松岡　洋子
⑧東京家政大学名誉教授　樋口　恵子

H24.6.3～H24.7.23(全8回） １・２

いたばしアイカレッジ第２学期
｢ココロとカラダを磨き、しあわせプロデュース～働く女性のための
８つのワーク～｣

①魅力的な話し方の秘訣～伝わるコミュニケーション～
②癒しのカラーセラピー～毎日頑張っているあなたに～
③人のココロを動かすスピーチ・プレゼンテーション～想いが届くテクニック～
④見た目の“キレイ”、ココロの“元気”～好印象を与える立ち居振舞い～
⑤見た目の“キレイ”、ココロの“元気”～素敵オーラを放つための思いやりマナー～
⑥アタマを整理し、ココロが変わればミライは動く～朝時間を有効活用！～
⑦「で、結局何が言いたいんだっけ？」とはもう言わせない！～考えがまとまり、人に伝わる整理術～
⑧仕事も生活もあき

①㈲ヒューリス代表取締役　小林　京子
②色彩心理カウンセラー　中屋　映子
③㈲ヒューリス代表取締役　小林　京子
④・⑤トータルビューティースクールＬａ　ｄｅａ
主宰　香瑠 (kaoru)
⑥・⑦ＣＯＮＥＣＴＡ代表　池田　千恵
⑧法政大学教授　武石　恵美子

H24.9.14～H24.11.6（全8回） １・２

いたばしアイカレッジ 第３学期
｢想いをのせて情報発信！～広報づくりに役立つテクニックを学ぼ
う～｣

①テーマさがしの旅に出よう！～広報づくりのはじめの一歩～
②誰でもできる簡単取材テクニック～インタビュー実践～
③今日からあなたも名ライター！～想いをカタチにする表現力～
④見せ方ひとつでこんなに変わる！～誌面構成のポイント～
⑤相手のココロをつかみ、話を引き出す～伝わるコミュニケーション～
⑥あなたがグループ会議の進行役を任されたらどうする？～会議をスムーズに進行するコツ～
⑦テレビを２倍楽しむには～メディアの裏側を読み解く～
⑧情報誌に想いをのせて、地域から発信しよう～広報づくりから学べること～

①国立女性教育会館客員研究員　西山恵美
子
②・③・④フリーライター・編集者（いしぷろ代
表）　石井栄子
⑤・⑥㈲ヒューリス代表取締役　小林京子
⑦㈱テレビマンユニオン・プロデューサー
東京女子大学大学院　博士後期課程　花野
泰子
⑧国立女性教育会館客員研究員　西山恵美
子

H25.1.17～H25.3.7（全8回） １・２

いたばしアイカレッジ修了記念公開講座
女ゴコロ・男ゴコロをつかむ魔法のことば

㈱ｴ･ﾑ･ｽﾞ代表取締役　秋田　稲美 H24.3.16 3

【参加対象】1：管内住民・企業　2：管内在勤・在学者　3：管内に限定しない　4：職員 49
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10　講演会・講座等の状況(24年度実績）

（板橋区つづき） ワーク・ライフ・バランス・セミナー ワーク・ライフ・バランス・セミナー『ワーク・ライフ・バランスと社員の多様性を経営戦略に活かそう！～大介護時
代へ乗り出すために～』

厚生労働省政策評価に関する有識者会議委
員（東レ経営研究所 ダイバーシティ＆ワーク
ライフバランス研究部長）　渥美 由喜

H25.1.29 3

練 馬 区 男女共同参画の集い・ねりまフォーラム2012
「男女共同参画の集い・ねりまフォーラム2012」
「女も男もともに輝く！仕事と生活が調和する働き方」

講師：佐々木常夫（東レ経営研究所特別顧
問）

H24.11.17 3

働きたい女性のためのステップアップ講座　セミナー編 再就職支援 石田美枝子 H24.6.23 2

働きたい女性のためのステップアップ講座　パソコン編 再就職支援 練馬区地域ＩＴリーダー H24.7,3～H24.7.6 2

働きたい女性のためのステップアップ講座　セミナー編 再就職支援 石田美枝子 H24.11,27 2

働きたい女性のためのステップアップ講座　パソコン編 再就職支援 練馬区地域ＩＴリーダー H24.12,4～H24.12.7 2

働きたい女性のためのステップアップ講座　セミナー編 再就職支援 石田美枝子 H25.2,23 2

働きたい女性のためのステップアップ講座　パソコン編 再就職支援 練馬区地域ＩＴリーダー H25.3,5～H25.3.8 2

図書・資料室講座 本の時間　保育つきブックタイム 図書・資料室相談員
H24.5.9、H24,7.,7、H24 9,12
 H24,11,15、H25,1,23、H25,3,9

2

男女共同参画講座 母の日父子キッチンワーク 料理研究家　三島蓉子 H24.5.13 2

コミュニケーション講座 コミュニケーションを学ぶ3回講座　効果的につたえる・つたわる・コミュニケーション 岩船展子・黒須さち子・石崎節子 H24,9.29 、H24.10.13 、H24.10.27 2

男女共同参画講座 災害と女性　その時あなたは？ 川井淳子ほか H24.10.12 2

男女共同参画講座 女と男のデイリーライフ 関根靖光ほか H25,1.12 、H25.1.19 、H25.1.26 2

映画上映会 えーるシネサロン「晴れ舞台はブロードウェイで！」 － H24.7.21 2

映画上映会 えーるシネサロン「ヘルプ」 － H25.3.16 2

男女共同参画講座 出前講座「男女共同参画ミニ講座」 石﨑節子 H24.5.15 2

男女共同参画講座 出前講座「男女共同参画ミニ講座」 石﨑節子 H24.5.24 2

生活と文化の講座 パソコン相談会 練馬区地域ＩＴリーダー
H24,5.10 、H24.8.23 、H24.10.25、

H25.2.14
2

区民企画講座 男女共同参画の視点で読む源氏物語 大軒史子 H24.10.4 2

区民企画講座 アロマテラピーとハーブで心と体をセルフケア 立山千保 H24.10.16 2

区民企画講座 こんな生き方もステキ！山川菊栄の生涯 岡部雅子 H24.10.27 2

区民企画講座 ママも嬉しい、パパの育児・家事チャレンジ講座 小林悠 H24.11.18 2

足 立 区 女と男のフリースペース 夫婦のツボ・コミュニケーション術 夫婦コンサルタント　小林　美智子 H24.5.12 3

女と男のフリースペース 結婚前について考える（全2回）①ライフ＆マネープラン ファイナンシャルプランナー　氏家　祥美 H24.5.19 3

女と男のフリースペース 結婚前について考える（全2回）②姓～なまえ～ 弁護士　打越　さく良 H24.5.26 3

女と男のフリースペース 「死んでも一緒」でいいですか？現代墓事情 聖徳大学教授　長江　曜子 H24.6.1 3

女と男のフリースペース “ママ”を休んでおしゃべりしない？まんがカフェ。 東京大学大学院特任助教授　水島　希 H24.9.14 3

女と男のフリースペース 恋歌を詠む～三十一文字に秘めた男と女の機微～（全2回）①源氏物語の恋歌 立教大学教授　小嶋　菜温子 H25.1.17 3

女と男のフリースペース 恋歌を詠む～三十一文字に秘めた男と女の機微～（全2回）②いまどきの恋歌 歌人　阿久津　英 H25.1.24 3

男性セミナー イクメン入門（全3回）①子どもと一緒に遊ぼう！ ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン　奥平　亨 H24.6.24 3

男性セミナー イクメン入門（全3回）②ハッピーパパの心得
パパの悩み相談横丁管理人　おおた　としま
さ

H24.6.26 3

男性セミナー イクメン入門（全3回）③われらイクメン
パパの悩み相談横丁管理人　おおた　としま
さ

H24.7.3 3

男性セミナー 男性のためのらくらく介護（全2回）①心が軽くなる介護 荒川区男性介護者の会　神達　五月雄 H24.8.2 3

【参加対象】1：管内住民・企業　2：管内在勤・在学者　3：管内に限定しない　4：職員 50



区市町村 名　　　　　　　称 テ　　　ー　　　マ 講　師　氏　名 実施時期 参加対象

10　講演会・講座等の状況(24年度実績）

（足立区つづき） 男性セミナー 男性のためのらくらく介護（全2回）②プロが伝授！介護のワザ 社会福祉士　中田　光彦 H24.8.9 3

男性セミナー 男をみがくコミュニケーション力アップ講座（全2回）①家族ともっとわかりあえる、聞き方・話し方
アスク・ヒューマン・ケアライフスキルセンター室長

木村　久子
H24.10.17 3

男性セミナー 男をみがくコミュニケーション力アップ講座（全2回）②職場の人間関係がよくなる、聞き方・話し方
アスク・ヒューマン・ケアライフスキルセンター室長

木村　久子
H24.10.24 3

女性セミナー 熟年離婚～“おひとりさま”という選択～ 行政書士　藤原　文 H24.8.21 3

女性セミナー 働く女性のセルフ・マネジメント講座①女性のための自己防衛“セルフ・ディフェンス”を学ぶ リアライズＹＯＫＯＨＡＭＡ　橋本　明子 H24.11.2 3

女性セミナー 働く女性のセルフ・マネジメント講座②時間管理“タイム・マネジメント”を学ぶ
ワーク・ライフバランスコンサルタント
大西　友美子

H24.11.18 3

女性セミナー 子育て世代の離婚～シングルマザーという選択～
しんぐるまざあず・フォーラム理事
大矢　さよ子

H25.2.12 3

女性セミナー タニタの社員食堂健康セミナー～500kcalのまんぷく定食のコツ～ タニタ管理栄養士　福永　幸代 H25.3.1 3

区民参加型講座 東北応援！～私たちのメッセージ～（全4回）①東日本大震災からみえてきたもの 立教大学教授　萩原　なつ子 H24.6.25 3

区民参加型講座 東北応援！～私たちのメッセージ～（全4回）②あなたの決断が家族を救う～防災ゲーム～ 災害救援ボランティア推進委員会　天寺　純香 H24.7.4 3

区民参加型講座 東北応援！～私たちのメッセージ～（全4回）③私たちのまちの安心・安全 足立区危機管理室災害対策課職員 H24.7.11 3

区民参加型講座 東北応援！～私たちのメッセージ～（全4回）④足立区発・明日へのメッセージ 足立区男女参画プラザ職員 H24.7.18 3

社会参加推進講座 明日のわたしをみつけよう～「思い」を「かたち」に～（全2回）①自分にあった生き方を探す 前金沢大学大学院教授　世古　一穂 H25.3.5 3

社会参加推進講座 明日のわたしをみつけよう～「思い」を「かたち」に～（全2回）②夢をかなえた女性たちの話を聞く
バンビ保育園代表　鈴木　圭子
花生活空間代表　浜　裕子
NPO法人Lascia代表理事　村上　文子

H25.3.13 3

ＤＶ講座 映画は語る～女と男、その関係～ シネマナビゲーター　菅井　ゆきえ H24.11.13 3

ＤＶ講座 こころのホスピタル～暴力・虐待のない社会へ～ NPO法人レジリエンス代表　中島　幸子 H24.11.21 3

協働型講座 パパと作るおいしい給食 管理栄養士　中村　つや子　瓜生　純子 H24.10.20 3

団体支援 男と女のホンネでふぉーらむ 中央大学教授　広岡　守穂 H24.6.23 3

団体支援 女性フェスティバル（全２日） 前千葉県知事　堂本　暁子 H24.11.10～11（2日間） 3

女性のための再就職・スキルアップ講座 わたし力UP～女性のための再就職応援講座～（全3回）①私のライフ＆キャリアプラン ライフキャリア・カウンセラー　栗原　知女 H24.9.18 3

女性のための再就職・スキルアップ講座
わたし力UP～女性のための再就職応援講座～（全3回）②履歴書・職務経歴書の書き方～自分をアピールするに
は？～

ライフキャリア・カウンセラー　栗原　知女 H24.9.25 3

女性のための再就職・スキルアップ講座 わたし力UP～女性のための再就職応援講座～（全3回）③面接のノウハウ～方法や心構えを学ぶ～ ライフキャリア・カウンセラー　栗原　知女 H24.10.2 3

女性のための再就職・スキルアップ講座 パートで働くあなたを守る！法律・税金の知識（全2回）①ご存知ですか？パート労働者の権利 特定社会保険労務士　鈴木　豊子 H24.10.6 3

女性のための再就職・スキルアップ講座 パートで働くあなたを守る！法律・税金の知識（全2回）②超える？超えない？103万円の壁 ファイナンシャルプランナー　氏家　祥美 H24.10.13 3

女性のための再就職・スキルアップ講座 働く女性のコミュニケーション術（全3回）①肯定的に話すコツ
NPO法人サポートハウスじょむカウンセラー
高山　直子

H24.12.4 3

女性のための再就職・スキルアップ講座 働く女性のコミュニケーション術（全3回）②安心感・安全感を与える傾聴
NPO法人サポートハウスじょむカウンセラー
高山　直子

H24.12.11 3

女性のための再就職・スキルアップ講座 働く女性のコミュニケーション術（全3回）③伝える・伝わるプレゼンテーションスキル
NPO法人サポートハウスじょむカウンセラー
高山　直子

H24.12.18 3

女性のための再就職・スキルアップ講座 自分も相手も大切にするコミュニケーション講座（全3回）①自分も相手も大切にしよう！
カウンセラー・キャリアアドバイザー　山崎　礼
子

H25.1.22 3

女性のための再就職・スキルアップ講座 自分も相手も大切にするコミュニケーション講座（全3回）②聴く力、表現力を身につける その１
カウンセラー・キャリアアドバイザー　山崎　礼
子

H25.1.29 3

女性のための再就職・スキルアップ講座 自分も相手も大切にするコミュニケーション講座（全3回）③聴く力、表現力を身につける その２
カウンセラー・キャリアアドバイザー　山崎　礼
子

H25.2.5 3

保育ボランティア講座 おもちゃの選びかた・遊びかた
親支援プログラムNP認定ファシリテーター
原口　伸明

H25.2.7 1・2

保育ボランティア講座 小児救命救急講座 足立消防署派遣講師 H25.2.15 1・2

職員研修 新任研修講座（男女共同参画について～足立区の取組み～）（2回） 男女参画プラザ職員 H24.4.6・13 4

【参加対象】1：管内住民・企業　2：管内在勤・在学者　3：管内に限定しない　4：職員 51



区市町村 名　　　　　　　称 テ　　　ー　　　マ 講　師　氏　名 実施時期 参加対象

10　講演会・講座等の状況(24年度実績）

（足立区つづき） 職員研修 職員向け講演会（東日本大震災から学ぶ、男女が協力してあたる災害対策） 福島大学特任准教授　天野　和彦 H24.12.10 4

職員研修 職員向け講演会（ＤＶ被害者とその子どもを守る～行政ができる支援のかたち～） 東京都女性相談センター職員 H24.12.12 4

区民企画講座 子どもへの虐待？どうしたらいいの！ 弁護士　西田　美樹 H24.9.29 3

区民企画講座 女性・多様性の視点で考える災害と地域（全2回）①災害と女性～ジェンダーの視点から～ 慶應義塾大学非常勤講師　西山　千恵子 H24.10.20 3

区民企画講座 女性・多様性の視点で考える災害と地域（全2回）②大震災に備えて～地域で取組む防災と安全～ 東京消防庁防災安全課長　西村　隆明 H24.11.3 3

区民企画講座 ＤＶ・姓暴力被害者への理解を深めるために 『DV裁判』他著者　北村　朋子 H24.11.17 3

企業セミナー 足立区ワーク・ライフ・バランス企業認定式基調講演会 東レ経営研究所特別顧問　佐々木　常夫 H24.6.29 3

企業セミナー 育児・介護休業法の改正及び関係助成金セミナー 社会保険労務士　小倉　絵里 H24.10.3 2

出前講座 住区センター出前講座　いつまでも輝いていこう！～地域に溶け込む～ シニアライフアドバイザー　松本　すみ子 H24.7.19 1・2

出前講座 保健センター出前講座　いつまでも輝いていこう！！ シニアライフアドバイザー　松本　すみ子 H24.8.20 1・2

出前講座 パパ会出前講座　パパとも
ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン代表理事
吉田　大樹

H24.8.31 1・2

出前講座 ワーク・ライフ・バランス認定企業出前講座　ＩＴ化に伴うクラウドコンピューティングの概要について
NPO法人シニアわーくすRyoma21理事
岩田　静美

H24.11.19 1・2

出前講座 ワーク・ライフ・バランス認定企業出前講座　女性の健康について 保健師 H24.12.7 1・2

出前講座 食と健康出前講座　サプリメントであなたのからだは大丈夫？ 健康運動指導士　小山　寿子 H25.2.8 1・2

出前講座 防災出前講座 足立区災害対策課職員 H25.3.12 1・2

出前講座 デートDV出前講座（高等学校）　デートＤＶ～お互いを大切にする関係とは～ NPO法人レジリエンス副代表　西田　さつき H24.12.12 2

出前講座 デートDV出前講座（大学・2回）　デートＤＶってなに！？ フェミニストセラピーなかまカウンセラー H24.12.17・18 2

出前講座 デートDV出前講座（大学） フェミニストセラピーなかまカウンセラー H25.1.23 2

葛 飾 区 男女共同参画講座
新しい自分と生き方に気づく　第１回　ライフプランニング編「いつまでも輝き続けるために～自分の魅力と生き
方、再発見」①～③

石井クンツ　昌子、飯村　久美、下釜　玲子 H24.6.30～.7.21（3日間） 3

男女共同参画講座
新しい自分と生き方に気づく　第２回　からだ健康編　大切なこと、わかってほしい～助産師と考える思春期の性
～

三原　路子 H24.8.4 3

男女共同参画講座
新しい自分と生き方に気づく　第３回　メディア・リテラシー編「子どもにケータイを持たせる前に～わが子を守るメ
ディア・リテラシー～」

渡辺　真由子 H24.9.1 3

男女共同参画講座 新しい自分と生き方に気づく　第４回　護身術編「思春期のこころとからだを守るセルフディフェンス」 橋本　明子 H24.11.3 3

男女共同参画講座
新しい自分と生き方に気づく　第６回　家族コミュニケーション編「自分の気持ち、伝えてスッキリ！～女性のため
のアサーティブ講座～ 」　　　※第５回は講師側の事情により中止

小柳　茂子 H25.1.27～2.9（3日間） 3

理科大連携講座
東京理科大学連携講座　「好き」をカタチにする進路選択のススメ
～知りたい！聞きたい！理工系ガール～

小茂田　昌代 H25.3.16 3

ＷＬＢセミナー ワーク・ライフ・バランスで業績アップ 渥美　由喜 H24.11.7 3

男性対象講座 パパ力（パパぢから）をみがく　（0歳児のお世話、あそび） 二瓶　保ほか H24.6.24 3

男性対象講座 パパ力（パパぢから）をみがく　（0歳児のお世話、あそび） 二瓶　保ほか H24.9.30 3

男性対象講座 パパと子の楽しい料理教室「パーティ料理にチャレンジしよう」 吉田　光一 H25.3.10 3

職業能力向上講座 女性のための起業講座 吉枝　ゆき子、為崎　緑、渡辺　明子、百田　良枝 H25.1.25～3.15（6日間） 3

再就職講座 女性再就職準備講座　心理学で学ぶ自己分析とコミュニケーション 宮本　まき子 H24.5.15、H24.5.22 3

人権講座
人権講座～地域を変える！？言葉の力～(DV問題編)
「DVの被害者・加害者にならないために」

栗原　加代美 H24.11.8 3

 職員研修（教職員対象） 子どもの個性と創造性を育む自尊感情（セルフ・エスティーム） 小西　ひとみ H24.8.23 4

 職員研修（一般職員対象） ＤＶの基礎知識と当事者への対応ー相談室からみた被害者と加害者ー 松田　知恵 H24.10.26 4

【参加対象】1：管内住民・企業　2：管内在勤・在学者　3：管内に限定しない　4：職員 52



区市町村 名　　　　　　　称 テ　　　ー　　　マ 講　師　氏　名 実施時期 参加対象

10　講演会・講座等の状況(24年度実績）

（葛飾区つづき） 職員研修（保育士対象） 子どもの心の栄養には男性も女性も必要です 久留島　太郎 H24.11.21 4

からだ健康講座 産後の美・健プロジェクト－産後うつ予防と骨盤体操 井出　陽子 H24.6.24 3

からだ健康講座 産後の美・健プロジェクト－産後うつ予防と骨盤体操 井出　陽子 H24.9.30 3

講演会
男女共同参画講演会「幸せに働き、幸せに生きるために　今日からはじめるワーク･ライフ・マネジメン
ト」

佐々木　常夫 H25.3.3 3

区民企画講座
「葛飾区おやじの会」との共催講座
「イクメン？イキメン？学校を子どもと楽しむおやじたちの魅力」

村上　誠 H25.3.16 3

出前講座 デートＤＶってなんだろう～Ｈａｐｐｙな恋にするために～ 西山　さつき H25.3.14 1・2

江 戸 川 区 男女共同参画週間記念講演会 男女共同参画週間記念寄席 宝井琴桜・橘家蔵之助 H24.6.24 1・2

コミュ二ケーション力向上セミナー 江戸の間思考 善養寺ススム H24.11.18 1・2

えどがわパパスクール パパと一緒　吹奏楽　♪　クリスマス　ライブ 江戸川吹奏楽団 H24.12.16 1・2

ワークライフバランス 効果的な時間術 ファザーリング・ジャパン　東　浩司 H24.11.25 1・2

男性向け講座 男の料理講座 石野田　祐一 H24.5.13、H24.5.27 1・2

デートＤＶ出前講座（松江地区6校養護教諭） お互いを大切にする関係とは NPO法人レジリエンス　副代表　西山　さつき H24.7.5 2

デートＤＶ出前講座（葛西第二中学校） お互いを大切にする関係とは
NPO法人レジリエンス　栄田　千春、貝原　由
佳

H24.12.1 1・2

デートＤＶ出前講座（春江中学校） お互いを大切にする関係とは NPO法人レジリエンス　副代表　西山　さつき H25.2.27 1・2

デートＤＶ出前講座（松江第四中学校） お互いを大切にする関係とは NPO法人レジリエンス　副代表　西山　さつき H25.3.6 1・2

デートＤＶ出前講座（小松川第一中学校） お互いを大切にする関係とは NPO法人レジリエンス　副代表　西山　さつき H25.3.11 1・2

ＤＶ出前講座（青少年育成北小岩地区委員会） お互いを大切にする関係とは NPO法人レジリエンス　副代表　西山　さつき H24.7.6 1・2

再就職支援セミナー 働きたいママのおしゃべり広場
船堀ワークプラザマザーズコーナー　伊藤真
利江、渡邊直美

H24.7.11 1・2

再就職支援セミナー 子育てママの就職準備講座
東京都認証保育所にっこりハウス園長　児島
史篤

H24.11.28 1・2

再就職支援セミナー 応募書類の書き方・面接対策
船堀ワークプラザマザーズコーナー　伊藤真
利江

H24.11.29 1・2

女性史講座 青鞜の時代を彩った女性たち「平塚らいてう」 女性史研究家　江刺　昭子 H24.9.12 1・2

女性史講座 青鞜の時代を彩った女性たち「伊藤野枝」 女性史研究家　江刺　昭子 H24.9.26 1・2

編集員養成講座 文章力向上作戦＆成功する取材術 いしぷろ代表　石井　栄子 H24.5.14 1・2

編集員養成講座 読みたくなる誌面構成術＆ぱっと目をひくタイトル いしぷろ代表　石井　栄子 H24.5.21 1・2

編集員養成講座 特集ページを企画してみよう いしぷろ代表　石井　栄子 H24.5.28 1・2

編集員養成講座 特集ページを作ってみよう いしぷろ代表　石井　栄子 H24.6.11 1・2

女性の健康週間講座 人はなぜ　がんになり　メタボになるのか ナグモクリニック総院長　南雲　吉則 H25.2.28 1・2

人権・同和問題啓発研修
人権問題全般の中で、男女雇用機会均等法、男女共同参画基本法に触れ、セクシャルハラスメント(ジェンダーハ
ラスメント）についても説明している。

㈶東京都人権啓発センター　青木　貞雄 Ｈ.24.8月・9月 4

教職員人権教育研修会 様々な人権課題 江戸川区統括指導主事講師 H24.5.11 4

教職員初任者宿泊研修 男女平等教育の推進 国立女性教育会館講師 H24.8.17 4

ボランティアフェスティバル ”帽子型チャーム作り”“パープルリボン作り”“庄内鶴岡の民話を聞く会”等 － H24.7.8 3

ＤＶ週間リボン活動 パープルリボン＆キルト展 － H.24.11.12～22 3

支援者養成講座 区内めぐり 江戸川区聞き書き研究会講師 H24.11.3 1・2

【参加対象】1：管内住民・企業　2：管内在勤・在学者　3：管内に限定しない　4：職員 53
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八 王 子 市 意識啓発事業
〈男女共同参画週間〉
映画会「柿の木のある家」

なし H24.6.16 1、2

意識啓発事業
〈男女共同参画週間〉
講演会「仕事も家庭もどっちも大事！自分らしさを叶えるハッピーバランス」

渥美　由喜 H24.6.24 1、2

意識啓発事業
子育てパパのチャレンジ講座①
「パパが引出す、赤ちゃんの笑顔～ベビーマッサージ初級編～」

峰　たか子 H24.7.7 1、2

意識啓発事業
子育てパパのチャレンジ講座②
「パパママ一緒にふれあい親子体操」

住谷　恵美子 H24.8.25 1、2

意識啓発事業
子育てパパのチャレンジ講座③
「パパが引出す、赤ちゃんの笑顔～ベビーマッサージ初級編～」

峰　たか子 H24.9.8 1、2

意識啓発事業 アニメやマンガで楽しく学ぼう！メディア社会の情報の作られ方 渡辺　真由子 H24.8.4 1、2

意識啓発事業 女性学に学ぶ　子育てママの私を元気にする講座 広岡　守穂、広岡　立美、堤　暢子 H24.9.6～10.4（5日間） 1、2

意識啓発事業 家事も育児も私の仕事？広岡さん家の分担方法に学ぶ 広岡　守穂、広岡　立美 H24.9.13 1、2

意識啓発事業 デートDV防止講座（主任児童委員） 滝沢　佑有子 H24.4.19 1、2

意識啓発事業（DV） デートDV防止講座 （私立大学） 滝沢　佑有子 H24.7.19 1、2

意識啓発事業（DV） 女性に対する暴力をなくす運動期間講演会「被災地から見えてきた女性たちの現実」 吉祥　眞佐緒 H24.11.18 1、2

意識啓発事業（DV） 「医療現場でのＤＶ被害の発見と対応」（看護学校） 市職員 H25.2.18 1、2

DV出前講座 デートDV出前講座（私立中学校） 市職員 H25.3.12 1、2

DV出前講座 デートDV出前講座（都立高等学校） 市職員 H25.3.18 1、2

DV出前講座 あなたの力が地域に活きる！ 瀬沼　克彰 H24.5.19 1、2

参画啓発事業 シルバーエイジを迎える男性のための料理教室「男の腕まくり」① 髙橋　悦子 H24.5.23～6.20（5日間） 1、2

参画啓発事業
男女共同参画週間記念イベント
「良く飛ぶ紙ヒコーキを作って飛ばそう！」

レクボラNO.1 H24.6.26 1、2

参画啓発事業
夏休みの父子料理教室
「パパと挑戦！もちもちギョウザとパラパラ炒飯」

中村　太郎 H24.7.21 1、2

参画啓発事業 わたしの防災力をUPさせよう！～家庭や地域で役立つ実技付き～
常光　明子、防災課職員、八王子市消防団
女性隊員、八王子消防署、橋本　明子、天寺
純香

H24.9.11～10.16（5日間） 1、2

参画啓発事業 シルバーエイジを迎える男性のための料理教室「男の腕まくり」② 廣島　栄美子 H24.11.1～12.20（5日間） 1、2

参画啓発事業 クリスマスに贈る　パパと挑戦！秘密のキラキラポーチとシュシュを作ろう！ 富田　弘美 H24.12.15 1、2

参画啓発事業
子育てパパのもっとチャレンジシリーズ①
「パパの料理でみんなの笑顔！　家族につくる思いやりご飯」～ママと子のミニ講座付き～

大久保　晴美、坂本　照子 H25.2.16 1、2

参画啓発事業
子育てパパのもっとチャレンジシリーズ②
「パパが主役！　子どもと一緒に絵本読み聞かせ体験」～ママのミニ講座付き～

荒井　かおる、坂本　照子 H25.3.9 1、2

参画啓発事業
子育てパパのもっとチャレンジシリーズ③
「忙しいパパのための会話術講座『すてきに家族コミュニケーション！』～ママと子のミニ講座付き～」

草柳　明彦、神崎　亜矢子 H25.3.30 1、2

参画啓発事業 女性の再就職支援講座（エクセル＆セミナー） 情報ボランティアの会（八王子） H24.5.17～6.28（7日間） 1、2

就労支援事業 女性の再就職支援セミナー 柴原　和子 H24.6.28 1、2

就労支援事業
働く、働きたい女性が知っておきたい！
パートタイム労働法と働き方に合った就職先選びのコツ～労働相談会付き～

櫻井　三樹子 H24.12.3、H24.12.10 1、2

就労支援事業 女性のための「小さな起業」セミナー 中島　智美 H25.1.21～2.4（3日間） 1、2

就労支援事業
女性のためのライフプラン支援セミナー
～私のキャリアを振り返り、再就職へつなげるカギを見つけよう！

荻野　令子 H25.2.14～3.7（4日間） 1、2

就労支援事業 育休ママのための職場復帰支援セミナー 山口　理栄 H25.3.19 1、2

就労支援事業 働くママのための仕事と子育て両立セミナー 山口　理栄 H25.3.19 1、2

自立・介護・健康支援事業 40歳からの私の気持ちを伝えるトレーニング 岩井　美代子 H24.6.21～7.12（4日間） 1、2

自立・介護・健康支援事業 シングルマザーのお金の話し 中島　智美 H24.10.6 1、2

【参加対象】1：管内住民・企業　2：管内在勤・在学者　3：管内に限定しない　4：職員 54
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（ 八王子市つづ
き ）

自立・介護・健康支援事業 産後ママの心と体のフレッシュアップ 袋　珠美、保健師 H24.10.8,H24.10.25 1、2

自立・介護・健康支援事業 これからの介護に備えるために～男性のための介護教室～ 斉藤　健一 H25.3.23 1、2

自立・介護・健康支援事業
母娘で学ぶ　女の子のからだといのちのお話し
（リプロダクティブ・ヘルス・ライツ）

袋　珠美 H25.3.28 1、2

自立・介護・健康支援事業
八王子女性史サークル公開講座
「国際女性年から現在へ　女たちのあゆみ～変わったこと、変わらないこと」

井上　輝子 H25.1.19 1、2

市民・団体企画支援事業
講師デビュープロジェクト①
「パパと体験！楽しい昔遊び」

レクボラNO.1 H24.8.18 1、2

市民・団体企画支援事業
講師デビュープロジェクト②
なんのためにママは働く？！再デビューをめざすあなたと考える

丸子　いずみ H24.9.26 1、2

市民・団体企画支援事業
講師デビュープロジェクト③
ハートフルメイクボランティア養成講座

ハートフルメイクボランティア・チャーム H24.10.11～10.25（3日間） 1、2

職員研修 （管理職）「八王子市が活性化するために、なぜ今男女共同参画が必要か」 藻谷　浩介 H24.7.11 4

職員研修 （窓口職員）「DV被害者などから窓口・電話相談を受けた時、あなたはどう対応する？」 松田　知恵 H24.11.9 4

DV被害者支援事業 ワタシのDVとトラウマを理解し、次の一歩を踏み出そう～私たちの語り合い～ 西山　さつき H25.2.6,H25.2.20 1

第22回 女と男のいきいきフォーラム八王子 講演会「笑顔が生まれる介護術」 江村　利雄 H25.2.23 3

第22回 女と男のいきいきフォーラム八王子 分科会①「パパはイクメン　ママはドクター」 徳倉　康之 H25.2.23 3

第22回 女と男のいきいきフォーラム八王子 分科会②「今日から使える！　体が変わり心が変わるウォーキングセラピー」 山田　十望子 H25.2.23 3

第22回 女と男のいきいきフォーラム八王子 団体企画①「男の手作りお菓子をどうぞ」 男の手料理 H25.2.23 3

第22回 女と男のいきいきフォーラム八王子 団体企画②「パソコンで作る、Myカレンダー・ハガキ」 PC女性さろん H25.2.23 3

第22回 女と男のいきいきフォーラム八王子 団体企画③「メイクセラピーボランティア講習会」 ネバーランド H25.2.24 3

第22回 女と男のいきいきフォーラム八王子 団体企画④「知らないではすまされない！子育て中の社会保険とお金のルール」 多摩らいふサポート H25.2.24 3

第22回 女と男のいきいきフォーラム八王子 団体企画⑤「投げっこ、飛ばしっこで力比べ」 レクボラNO.1 H25.2.24 3

第22回 女と男のいきいきフォーラム八王子 団体企画⑥「私が選ぶ結婚とは？！」 江原　由美子 H25.2.24 3

立 川 市 意識啓発事業 第5回ミニブルーム交流カフェ　自分の強みを生かせ！OLから起業した私の実体験 土屋廣美（起業家コーディネーター） H24.6.19 3

意識啓発事業 第1回立川ワークライフバランス推進セミナー 堤香苗（マーケティング会社代表取締役） H24.6.22 3

意識啓発事業 子育て中の女性のためのパソコン講習 パソコン指導者 H24.7.10～7.12 3

意識啓発事業 再就職支援セミナー　　～1日でわかる再就職のポイント～ 斉藤ゆみこ（キャリアアドバイザー） H24.7.13 3

意識啓発事業 世界の女性たち２　「仏教的女性観とクワン（魂）による身体観～北タイにおけるジェンダーと女性たちの自己」 川野美砂子（東海大学准教授） H24.9.21 3

意識啓発事業 「女性に対する暴力をなくす運動」期間事業　あるコピーライターの伝え方 玉山貴康(コピーライター） H24.11.13 3

意識啓発事業 暴力防止啓発講座　WEN－DO 橋本明子（WEN－DOインストラクター） H24.12.15 3

意識啓発事業 キャリアアップ講座　アサーティブトレーニング　～自分も相手も尊重したコミュニケーションスキル～
桜沢信江（ＮＰＯ法人　アサーティブジャパン
トレーナー）

H25.2.26,3.5,12 3

意識啓発事業 私を活かす“いやしのワーク” 和田順子（臨床心理士） H25.3.1 3

意識啓発事業 キャリアアップ講座　自分の相手も気持ちのよいコミュニケーションを学ぶ「傾聴」講座
髙山直子（ＮＰＯ法人サポートハウスじょむ
カウンセラー）

H25.3.9 3

市民企画講座 これからの介護を前向きに～寸劇とトーク、交流～ 須崎伸子（つづきクリニック相談室相談員） H24.6.15 3

市民企画講座 手話教室 立川市聴覚障害者協会女性部 H24.6.16 3

市民企画講座 前に進もう！６０歳からのイタリア料理留学 飯田み小枝（フードコーディネイター） H24.6.16 3

市民企画講座 チョゴリの心
リュウ　フジャ（韓国伝統結婚式コンサルタン
ト）

H24.6.16 3

【参加対象】1：管内住民・企業　2：管内在勤・在学者　3：管内に限定しない　4：職員 55
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（立川市つづき） 市民企画講座 対等に生きる社会　これまでの100年、これからの100年　～女性・男性・人　対等に
米田佐代子（女性史研究家、「 らいてうの家」
館長）

H24.6.17 3

市民企画講座 親子であそぼう　わらべうた 立川保育研究会 H24.6.17 3

市民企画講座 いのちのバトン　薬はみんなとつくるもの　パートⅡ　～臨床試験・治験を考える～

藤原　康弘（国立がん研究センター　中央病
院　副院長
佐藤　一彦（西徳州会病院　乳腺腫瘍セン
ター長）　他

H24.6.17 3

市民企画講座 第４回たちかわ男女平等フォーラム講演会　「ハッピーばあさん、ハッピーじいさん。～女も男も豊かに生きる～」 樋口恵子（評論家、大学名誉教授） H24.6.23 3

市民企画講座 ギャラリートーク　ポスターに見るノルウェーの女性、日本の女性 三井マリ子（女性政策研究家） H24.6.23 3

市民企画講座 宝塚☆男役・娘役はこう魅せる
小原ひろみ、加藤のりこ（音楽家、宝
塚歌劇団出身） H24.6.24 3

市民企画講座 源氏物語の全体像を探る～女君の生き方～ 柳田雅美（源氏物語研究家） H24.7.17,31 3

市民企画講座 思春期の健康講座 丸橋和子（医師） H24.10.6 3

市民企画講座 書きたい人のための文章講座 増永朋子（執筆・翻訳家） H24.10.23,11.27,12.17,H25.1.29 3

市民企画講座 現代社会における女性のおかれている状況を考える　～”婚カツ詐欺”事件から見えてくる　女と男の関係 北原みのり(コラムニスト） H24.12.9 3

市民企画講座 講談で聴く男女共生 山中　幸子（社会人講談師） H25.1.12 3

武 蔵 野 市
講座「市民の目で、見て、聞いて、書いて～取材と書くことのレッス
ン～」

取材やインタビューの仕方、文章の書き方などを楽しく学ぶ 中村　泰子
H25.2.5、12、19、26

（全４回）
1・2

男女共同参画講演会 男女共同参画講演会「心を柔らかくストレッチ。感動する心で　自分らしく歩き出しませんか」 佐久間　レイ（声優、歌手、脚本家） H25.2.16 1・2

男女共同参画職員研修 配偶者等暴力被害者支援における武蔵野市の役割と庁内連携について 丸山　聖子（婦人相談員） H25.2.14 4

むさしのヒューマン・ネットワークセンター事業 気持ちをラクにするコミュニケーション―夫やママ友と交わすイイ会話― 坂本　照子
H24.7.5～H24.7.19

（全３回）
1・2

むさしのヒューマン・ネットワークセンター事業 生き方を考えるⅠ　産む・産まない・産めない―生殖技術は進歩したけれど― 白井　千晶 H24.7.7 1・2

むさしのヒューマン・ネットワークセンター事業 与謝野晶子、鉄幹にみる―夫婦・子ども・仕事観― 中島　美幸 H24.7.14 1・2

むさしのヒューマン・ネットワークセンター事業 生き方を考えるⅡ　わたしらしく【暮らす×働く】―専業主婦でも飛び立てる― 市川　望美 H24.9.25 1・2

むさしのヒューマン・ネットワークセンター事業 子どもからの自立―わたしも輝くために 下村美恵子/伊集院葉子/菅原ますみ
H24.10.2～H24.10.30

(全４回)
1・2

むさしのヒューマン・ネットワークセンター事業 おひとりさまの暮らし方―心配のタネはナニ？ 松原　惇子 H25.1.25 1・2

むさしのヒューマン・ネットワークセンター事業 別れを選ぶそのまえに…―離婚の基礎知識― 杉井　静子
H25.2.15～H25.2.22

（全２回）
1・2

むさしのヒューマン・ネットワークセンター事業 女と男のトレンド社会学Ⅳ　男も気になる容姿や外見―男らしさって何だろう？ 藤村　正之 H25.3.16 1・2

むさしのヒューマン・ネットワークセンター運営協議会企画事業 震災と女性のくらし―３．11　私たちのあした― 竹信　三恵子 H24.4.14 1・2

むさしのヒューマン・ネットワークセンター運営協議会企画事業 シニアが変われば社会も変わる！―花も実もある生き方へ― 佐橋　慶女 H24.5.31 1・2

むさしのヒューマン・ネットワークセンター運営協議会企画事業 女性のための再就職応援講座 高山　直子/上田　晶美
H24.11.9～H24.12.7

（全４回）
1・2

むさしのヒューマン・ネットワークセンター運営協議会企画事業 DVとの決別―自分らしく生きるために 近藤　恵子 H24.12.3 1・2

むさしのヒューマン・ネットワークセンター運営協議会企画事業 好きだけど…NOといえる私に！―「当たり前」を問い直そう 伊田　広行 H24.12.13 1・2

むさしのヒューマン・ネットワークセンター・運営協議会共催事業 性に対して公平な社会にしていくには 内藤　和美 H24.12.22 1・2

むさしのヒューマン・ネットワークセンター・運営協議会共催事業 「母―娘」関係はしんどい？―それぞれの自立を考える 松本侑壬子
H25.1.19～H25.1.26

（全２回）
１・２

三 鷹 市 みたか市民フォーラム 第１部 松井久子さん講演会　「女性たちの思いを映画に託して」　第２部 映画上映「レオニー」 松井久子 H25.2.2 3

男女平等参画講座 イクメン・イクジイ＆ワーク・ライフ・バランス講座 村上信夫 H25.2.23 3

セクハラ研修 部課長職のセクシュアルハラスメント等の防止研修 ㈱ヒューマンクオリティ　樋口ゆみ H25.1.18 4

セクハラ研修 セクシュアルハラスメント防止一般研修 ㈱ヒューマンクオリティ　樋口ゆみ H25.1.18 4
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青 梅 市 男女平等参画講座 知って「デートＤＶ」（明星大学）
古澤里美･東香織（特定非営利活動法人　男
女共同参画おおた）

H24.4.6 2

男女平等参画講座 女性の再就職支援パソコン講座（エクセル初級） 児玉宏行（Ｍｉｋｏパソコンスクール）
H24.5.16～6.6
（全4回）

1・2

男女平等参画講座 働く女性のスキルアップパソコン講座（エクセル関数） 児玉宏行（Ｍｉｋｏパソコンスクール）
H24.6.11～6.25
（全3回）

1・2

男女平等参画講座 「わたし」らしく！仕事も家庭も女子力ＵＰ講座 キャリアアドバイザー岩嶋寿子
H24.11.27～12.18
（全4回）

1・2

男女平等参画講座 知って「デートＤＶ」（都立青梅総合高校　定時制）
古澤里美･東香織（特定非営利活動法人　男
女共同参画おおた）

H24.11.26 2

男女平等参画講座 知って「デートＤＶ」（都立青梅総合高校　全日制）
古澤里美･東香織（特定非営利活動法人　男
女共同参画おおた）

H25.3.15 2

男女平等参画講座 「女性と防災」
青木千惠･日向野みどり（特定非営利活動法
人　男女共同参画おおた）

H25.3.18 1・2

男女平等参画講座（職員向け） 活き活きと働くために「ワークライフバランス」について考えよう
田中徳子（株式会社ウィ・ラーニングパフォー
マンスコンサルタント）

H25.3.28 4

府 中 市
府中市女性センター
登録団体連絡会　総会

府中市女性センター登録団体連絡会会則第４条１項に基づき、２２年度の役員会の報告と、２３年度の活動方針
について話し合う。

－ H24.4.14 1

第２５回男女共同参画推進フォーラム 基調講演「私が考える男女共同参画他 Ｈ24.12.1～2 3

市民企画講座　３講座 「wordを使った名刺つくり」「コミュニケーションスキル・面接力up」「福祉の府中を作った女性たち」
女性パソコン研究会・フリーアナウンサー、ビ
ジネス講師　相澤　静　・氏府中愛児園園長
伊藤　かつ子

Ｈ24.10.9/12・12.8・Ｈ25.1.19 3

登録団体共催講座　２講座 「ラッピングで贈り物上手に」「EXCEL2010の基礎を学ぶ」 登録団体 H25.1.30・2．5～6 1・2

シニア女性のためのパソコン講座 初歩的なパソコンの知識を身につけ、文書作成ソフトやインターネットの知識を学ぶ。 シルバー人材センター登録講師 H25.2.15～25(4日間） 1・2

再就職応援講座（労働セミナー）
最新機種で学ぶ、女性のためのＷｏｒｄ基礎

Ｗｏｒｄの基礎知識、文字の入力、文章作成、文章編集、図の挿入、図形の作成 女性パソコン研究会 H24.6.11～20 1・2

女性のための再就職支援セミナー 理想の自分の自己実現、面接での対応等を学ぶ H24.9.24 3

女性のための起業講座 女性社長たちが、どのように活躍しているのか、明日から何をすればよいのかイメージできるように学ぶ
株式会社コラボラボ　代表取締役　横田　響
子

24.1.12、19 1・2

子育て体験☆パパとママあつまれ！ 子育てひろば・パパと一緒にリトミック・骨盤ストレッチ・おはなしとあそぼうなど、パパの参加を中心としたイベント 登録団体等 H25.3.2 1・3

「女性に対する暴力をなくす運動」関連講座
女性の貧困問題からDVを考える

ＤＶとは何か、ＤＶが起こる社会的背景や女性の貧困との関係についてを学ぶ。
単身女性のための更正施設生活相談員　う
てつ　あきこ

H24.11.15 1・2

メディアリテラシー講座 メディアの受け手側の情報の選択・活用能力を育成する。
コンピュウーターハウスザ・ミクロ代表豊田
倫子

H24.10.5 3

女性のための健康講座
「じつは身近な不妊のはなし～私らしい生き方を考える」

不妊治療の問題、生殖医療、等
日本学術振興会特別研究員・首都大学東
京、東洋大学、早稲田大学非常勤講師白井
千晶

H24.9.8 3

女性向け木工講座 自分でできる簡単ラック作り 橋本　小百合 H24.10.30～11/13（3日間） 1・2

いきいき女性セミナー ハピネス～幸福度アップの秘訣とは～（全7回）
田中　敏恵　　　　町田　典子
佐伯　有香　　　　森　裕子

Ｈ24.9.6～10.18（7日間） 1・2

男女共同参画週間記念講演会
「あなたがいる　わたしがいる　幸せな家庭がある」
～企業人及びワーキングマザーの視点から見た男女共同参画～

独立行政法人　国立女性教育会館　理事長
内海　房子

H24.6.27 3

男女共同参画週間イベント 登録団体等による活動 登録団体　４団体　科学体験クラブ府中 H24.6.24 1・2

昭 島 市 男女共同参画セミナー ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）のメカニズムと子どもへの影響 松本和子（ＮＰＯ女性ネットsaya-saya代表） H24.11.16 3

男女共同参画都市宣言10周年記念講演会 男女共同参画社会実現の先に～仕事と家庭、私達の暮らしはどう変わるのか～
杉尾秀哉（ＴＢＳテレビ報道解説・専門記者室
長）

H25.1.20 3

男女共同参画セミナー 衣食住に活かすカラーセラピー 鶴巻亜記(カラーコンサルタント） H25.3.8 3

調 布 市
調布市男女共同参画推進プラン策定・男女共同参画週間
記念講演会「女も男も，子どもも大人もみんなワークライフ
バランス」

大人たちのワークライフバランスを通して，子どもたちに性別に関わりなく，いきいきと自分らしく人生を歩むことの
大切さを伝えるきっかけにする。

尾木直樹氏（教育評論家，法政大学教授・教
職課程センター長）

H24.6.2 3

人権について考える講演会「時代や社会に無関係な事件など存
在しない～東電ＯＬ・婚活詐欺事件が映し出すもの」

女性に関わる暴力（女性が被害者・女性が加害者）の背景について理解し，暴力を根絶するための課題について
考える。

北原みのり氏（コラムニスト） H25.2.23 3

男性初心者のための料理教室～家庭＆地域で居場所づくり
男性が家事参加，地域参加する必要性を知るとともに，料理の基本を学び，自分で作って食べることに意欲を持
つ。

高津桂子氏（元都立高校家庭科教員・栄養
士）

Ｈ24.5.1，5.8，5.22，6.5，6.19，7.3 3

子どもに伝えたい～自分らしく生きるために必要なこと 自分と相手を大切にするためのコミュニケーションの方法を知り，子どもへの向き合い方を考える 西山さつき氏（レジリエンス副代表） H24.6.21 3

子どもに伝えたい～自分らしく生きるために必要なこと 自分らしく生きるために必要なお金とのかかわり方について幼少期から伝えていくことの大切さを知る 清田裕理氏（ファイナンシャルプランナー） H24.7.5 3
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（調布市つづき） これだけは知っておきたい　女の子のこころとからだ
思春期を迎える女の子が自分のからだを大切に思うようになるとともに，保護者が思春期の子供の適切な距離の
取り方，関わり方を理解する

丸本百合子氏（産婦人科医師・百合レディス
クリニック院長）

H24.7.25 3

働くアラサーのライフスタイル改善講座～視点を変えて毎日を楽し
く

お金の見方を変えて自分の生き方を見直す 金子由紀子氏（フリーライター） H24.9.29 3

働くアラサーのライフスタイル改善講座～視点を変えて毎日を楽し
く

からだのリズムを味方につけて，毎日を楽しく過ごす
吉田敦子氏（男女共同参画推進センターヘル
スケア相談員）

H24.10.13 3

育休後復帰支援講座
「両立への不安を乗り越え，働き続けるために」

男女が仕事と子育てを両立していくために必要な夫婦の協力方法や，職場でのコミュニケーションの取り方などの
情報を得て，職場復帰や，両立の不安の解消に役立てる

山口理栄氏（育休後コンサルタント） H25.1.26 3

女性のための起業セミナー第１回 聞こう～一歩踏み出し起業した女性たちの声

土屋　廣美 氏(Hiro’s Style 代表)
柏木　亜希 氏（ﾁｮｰｸｱｰﾄ工房ｱｼﾞｱﾝｵｰｸ 代
表）、
草葉　真美 氏（美容室foot loose 代表）、
山田　はるこ 氏（スタジオ元　代表）

H25.2.19 3

女性のための起業セミナー第２回 知ろう～起業に必要なマーケティングってなんだろう？～ 山田記代美氏（中小企業診断士） H25.2.21 3

女性のための起業セミナー第３回 考えよう～自分らしさを実現する事業アイデアづくり～
老川多加子氏
（中小企業診断士）

H25.2.23 3

男女共同参画の視点で地域の防災を考える講座
「安全のキーワードは参画」

男女共同参画の視点を取り入れた防災活動について学び，安心安全な地域づくりにつなげる
浅野幸子氏（早稲田大学「地域社会と危機管
理研究所」客員研究員，東日本大震災女性
支援ネットワーク運営委員）

H25.3.10 3

ＤＶが及ぼす子供への影響～学校での対応を考える 公立小中学校の教職員を対象としてＤＶ被害の現状について伝え，子ども達への対応に役立てる。 西山さつき氏（ＮＰＯ法人レジリエンス副代表） H24.6.18 4

女性のための再就職支援講座Ⅰ「仕事と出会い，私らしく働くため
に」

最近の就職事情，適性を知って始める仕事探し，印象に残る履歴書の書き方，好感をもたれる面接の受け方
小澤佳代子氏（有限会社モアフレンズ代表取
締役・キャリアカウンセラー）

Ｈ24.5.12，5.19，5.26，6.9 3

女性のための再就職支援講座Ⅱ「知ってチャレンジ！適職探し」 適性を知って始める仕事探し，最近の就職事情，印象に残る応募書類の書き方，好感をもたれる面接の受け方
長谷川能扶子氏
(C-Mind 代表取締役・シニア産業カウンセ
ラー）

Ｈ24.11.10，11.17，12.1，12.8 3

DVの実態把握と適切な被害者対応について
関係機関において二次被害を防ぎ適切な被害者対応を行うための注意点や，DV被害が子どもに及ぼす影響に
ついて知る

井口博氏（弁護士） H25.1.22 4

一人ひとりにとって居心地のいい家族とは～幸せの形に定番はな
い

ＮＨＫドラマ「シングルマザーズ」の開設を聞いて，シングルマザーの実情を理解する
赤石千衣子氏（ＮＰＯ法人しんぐるまざあず・
ふぉーらむ理事）

H25.2.28 3

一人ひとりにとって居心地のいい家族とは～幸せの形に定番はな
い

家族の力関係の中で育つ子供への影響を考える 春原由紀氏（武蔵野大学教授） H25.3.5 3

町 田 市 男女共同参画週間記念講演 「地球はドでかいテーマパーク！旅のスペシャリスト　たかのてるこの“人もうけ旅”」 たかの　てるこ H24.6.24 3

男女平等意識啓発事業
まちだくらしフェア2012　協賛企画「シネマでトーク」
映画「ベッカムに恋して」

－ H23.7.7 3

性と人権の講座 夏休み親子体験学習「子どもが自分自身を守る方法～ＣＡＰプログラムを体験しよう～」 ＣＡＰたんぽぽ H24.7.31 3

子育て支援講座 「パパ☆クッキングでおもてなし」 森野三丁目保育園栄養士 H24.9.15 3

登録団体企画 「うちのママは舞台女優」 有馬　理恵 H24.9.25 3

父親の育児参加事業 「お父さんと作ってみよう！木のおもちゃ」 鎌上　茂樹 H24.9.30 3

再就職支援セミナー
「体験から学べる再就職準備セミナー　もう一度働きたい！あなたの願いを実現させる準備はじめませんか？」（３
回連続講座）

高坂　美幸
ハローワーク町田マザーズコーナー職員

H24.10.2～10.16(3日間） 3

登録団体企画 「女と男」本当に平等でしょうか？　～いま、あらためて考え合う～ 江原　由美子 H24.11.14 3

ＤＶ防止啓発講座 デートＤＶ防止啓発講座「これってデートDV？」 深沢　泰子 H24.11.15 3

登録団体企画 「職場・地域・団体等組織の人権問題　ハラスメント防止講座(セクハラ編)」 菅谷　純江 H24.11.20 3

第13回まちだ男女平等フェスティバル

テーマ：生きよう！一人ひとりがその人らしく
メイン企画　講演会「～100年後の未来のために　いわさきちひろから私たちへ～」
講座「自分らしい生き方を見つけるワークショップ」
講座「バックラッシュの動きと男女平等のゆくえ」　　　　　　　　他

海南　友子
堀江　敦子
三井　マリコ　　　他

H25.2.2～H.25.2.3 3

登録団体企画 「対話のワークショップ　聴き方と問いかけのレッスン　－互いに理解し、共に考えるためにー」（全2回） 村瀬　智之 H25.2.16、H25.2.23 3

行政課題講演会 「セクシュアル・マイノリティ理解のために」 杉浦　郁子 H25.2.20 4

子育て支援講座 「再就職や職場復帰への不安を解消　手作りでカンタン　時短料理術」 森野三丁目保育園栄養士 H25.2.22 3

ハローワーク共催事業 「子育て中の女性のためのパソコン講習」（3日間連続講座） ハローワーク委託業者 H25.2.25～2.27 3

ワーク・ライフ・バランス勉強会 働きやすい職場作りに取り組む人の交流会「お宅の会社はどうしてる？」
東　浩司
佐藤　良子

H25.3.12 1

運営委員会主催事業 上映学習会「シネマでトーク」（月1回開催） － H.24.4.10～H25.3.15（12回） 3
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小 金 井 市 こがねいパレット ステキな女性・ステキな男性～気持ちも体も美しく、オシャレに生きる～
池上陽子
山田接骨院スタッフ

H24.11.18 3

男女共同参画シンポジウム 講演「妻が僕を変えた日」 広岡守穂（中央大学教授） H24.7.7 3

再就職支援講座 講演「１日でわかる再就職のポイント」 斎藤ゆみこ H24.10.11 3

小 平 市 第16回女と男のフォーラム 講談　「フラガール物語」 神田　香織（講談師） H24.6.23 3

男女共同参画週間事業 講座　「妻だってママだって～こだわりたい選びたい　女性の生き方　働き方～」 岩嶋　寿子（キャリアアドバイザー） H24.6.29 3

第15回女と男の健康まつり 「１日だけのヨーガ教室」 堀内　千麻（ヨーガインストラクター） H24.11.25 3

女と男の参画講座（全４回）
第１回「ドリームボードで自分を知る」、第２回「家族に何かあったとき・・・」、第３回家族の介護をどうする　その１
「介護する家族も支えよう」、第４回家族の介護をどうする　その２「質疑応答を中心に」

第１回、第２回　笠原　ノリ子（心理・家族問題
カウンセラー）、第３回 森山　千賀子（白梅大
学准教授）、第４回 地域包括支援センター職
員

H24.12.9、H24.12.16、H25.1.13、
H25.1.27

3

小平市女性のつどい講演会 講演　「壁を超える～女性がもっと活躍する社会へ～」
辻村　みよ子（東北大学大学院法学研究科
ディスティングイッシュトプロフェッサー）

H25.2.2 3

女性のための就職応援講座 講座「自分らしく働きたい」
小澤　佳代子（㈲モアフレンズ代表　キャリア
アドバイザー）

H25.1.19、H25.1.26 3

ＤＶ防止啓発講座 「身近な問題『ＤＶ』について知ろう」
吉祥　真佐緒、本村　久美子（アウェア認定
ファシリテーター）

H24.11.9、H24.11.17 3

日 野 市 男女平等推進センター講座 子育てに今日から使えるコーチング―ペアレントコーチ宣言セミナー―
中村智子（キャリア･ディベロップメント･アドバ
イザー）

H24.5.24・5.31・6.7（全3回） 3

男女平等推進センター講座 仕事を探しているあなたのためのキャリアカウンセリングとプチセミナー
中村智子（キャリア･ディベロップメント･アドバ
イザー）

H24.9.29 3

男女平等推進事業講座 ドメスティック・バイオレンスの理解―ＤＶの本質と加害者について― 沼崎一郎（東北大学大学院教授） H24.11.15 3

男女平等推進センター講座
公民館共催事業
親こそ知って欲しい!子どもへのアニメの影響―メディアから暴力とジェンダー―

田島知之・登丸あすか（NPO法人メディア・リ
テラシー研究所）

H25.2.28・3.7・3.14（全3回） 3

男女平等推進センター講座 心理学の実生活への応用―幸せのための心理学・やさしい心理学― 鮫島　京子（心理カウンセラー） H25.2.13･3･13（2回） 3

男女平等推進センター講座 愛のケア労働―支え合うということ―逃げていく平等・みんなが生きやすい社会とは 江原　由美子（首都大学東京副学長） H25.3.21 3

男女平等推進センター講座 「傷ついた経験をあなたの力（ちから）に変えませんか～ＤＶ・いじめｅｔｃトラウマからの回復を目指して～」 吉川　しおり 毎月第1土曜日（全12回） 3

男女平等推進センターフォーラム 基調講演・トークショー「災害と男女平等－阪神・淡路大震災、東日本大震災から見えてきた現実―」他
正井礼子（ウィメンズネット・こうべ代表理事）
他

H25.2.23 3

東 村 山 市 男女共同参画推進フォーラム 「チェアロビクスで更年期に備える」 福島　多香恵 H24.7.2 3

男女共同参画推進講座 「愛と束縛の違いを知る『実は身近なデートＤＶ』」 西山　さつき H25.1.16 3

男女共同参画推進講座（３回講座） 第１回「ひとつではない『家族』のかたち」 笠川　あゆみ H24.10.23 3

第２回「男女共同参画社会ってどんな社会？」 笠川　あゆみ H24.10.30 3

第３回「パパと一緒なら子育てはもっと楽しい！」 吉田　大樹 H24.12.12 3

交流室フェスタ 男女共同参画推進講座「はじめてのアロマテラピー香りを楽しもう」、DV防止啓発パネル　他 大山　カオル Ｈ24．11.26～H24．12.1 3

国 分 寺 市 男女平等推進センター主催講座 私らしい子育てと仕事の両立のしかた 堀江由香里（特非アロウアロウ代表理事） H24.7.30 3

男女平等推進センター主催講座 女性の視点を取り入れた災害支援を考える～災害直後，避難所にこんな支援が欲しかった～ 浅野幸子（東日本大震災ネットワーク） H24.10.23 3

男女平等推進センター・健康推進課　共催講座 パパと一緒にデコ蒸しパン作り！見つけようパパのいいとこ，わたしのいいとこ 大西舞里（株式会社メゾンドマリ経営） H24.11.10 1

男女平等推進センター主催講座 これでラクラク遺品整理～親のため・夫婦のため・自分のため～ 高江洲敦（Ａ＆Ｔコーポレーション経営） H24.12.7 3

男女平等推進センター主催講座 いま本当に知りたい大人の恋愛～ときめく心は元気の素～ 岩永直子（読売新聞医療情報部記者） H25.2.7 3

男女平等推進センター・文化のまちづくり課・国分寺市国際協会
共催講座

出逢いは国境をこえて～国際結婚でみつけたマイハピネス～ 田中カンナ（英語教室「ユニキッズ」経営） H25.2.25 3

DV講座 パパ，ママを怒鳴らないで～DV家庭の子どもたち～ 滝沢佑有子（ポコアポコ代表） H24.10.18 3.4

DV講座 なぜ母と娘はむずかしいのか～新しい親子関係を築くための処方箋～ 大美賀直子（産業カウンセラー） H24.11.7 3

DV講座 桶川ストーカー殺人事件被害者遺族の証言～最愛の娘が被害にあった日～ 猪野京子（被害者遺族） H24.11.14 3
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国 立 市 男女平等セミナー うちの子は大丈夫？「他人事ではない『デートDV講座』」 山口のり子（アウェア代表） H25.2.17 1

男女平等セミナー 『パパ、髪切って！』～自宅でできるヘアカット講座
上原潤氏（市内美容室「プロシェ・レーヴ」代
表）
中村紗矢香（同スタイリスト）

H25.3.9 1

女性の生きかたを考える講座 女性が生きていく時に向き合う問題や課題について考える。地域の仲間づくりをすすめる。全20回 中澤智惠　ほか H24.5.17～11.29 1

男性のワークとライフの見直し講座 仕事中心の生活になってしまいがちな男性の生活と労働の問題を考える。　全6回
1.水無田気流　2.細谷実　3.渥美由喜　4.池谷
美衣子　5.冨永貴公　6.堀本麻由子

H24.12.22～H25.3.9 1

親子で遊ぼう・考えよう 親子が共有の時間をもち、大人が何をしなければならないか感じ取る。　全7回
NPO法人東京学芸大こども未来研究所　ほ
か

H24.5.26～H25.3.16 1

男性の料理教室 男性の家事参加を促す。　全6回 北川みどり H24.5.27～H25.2.17 1

福 生 市 男女共同参画セミナー ～あいメッセージで伝えよう～セルフこうーチングで心地よい自分を見つける 浅沼　真由美 H25.2.16　・　2.23 3

<職員課主催>職員研修
ハラスメント防止研修
セクシュアル及びパワーハラスメントの定義と背景、未然防止と適切な対応について学ぶ

（株）話し方教育センター　伊槻典子 H24.11.16 4

＜公民館主催＞男の料理教室「パパごはんを作ってみよう」 子育て中の男性を対象に初心者向け料理の講義と実習を行い、料理を通して、男性の生活の自立を目指す。 滝村雅晴 Ｈ25.2.17～25.3.30 1

<公民館主催>男女共同参画フォーラム
男性の料理への参加をテーマに、そこから見えてくることを考える。「男子厨房に入らずんば、人生また楽しからず
や」

中澤　智惠 H25.1.26 3

＜公民館主催＞人権講座「ＤＶ防止講座」お互いを尊重したよりよ
い関係を目指して

ＤＶに関する正しい知識を学びながら、ペアワークで自分も相手も大切にするヒントを見つける。
野本　美保（ＮＰＯ法人女性ネットSaya－Ｓａｙ
ａ理事）

H25.2.3 2

狛 江 市 男女共同参画推進フォーラム 自分らしく　あなたらしく
萩原なつ子（立教大学教授）
松井　久子（映画監督）

H25.2.10 3

DV防止講演会・男女平等理解のための職員研修会 気づいていますか？身近なところで起きているＤＶ～私たちにできること～
松本　和子（ＮＰＯ法人女性ネットSaya-Saya
代表理事）

H25.2.21 3

東 大 和 市 第23回男女共同参画フォーラム 講演「私らしいワーク・ライフ・バランス」 春風亭鹿の子（真打落語家） H25.2.16 3

職員研修 男女共同参画社会の形成研修　①男女共同参画社会の現状について②職場におけるハラスメントについて
安田広美（男女共同参画苦情等処理委
員）

H24.10.5 4

清 瀬 市 女性のココロとからだの講座 “相手の気持ち”をだいじにする聴き方・話し方 堂山　智子（産業カウンセラー・心理相談員） H24.5.30 3

女性のココロとからだの講座 女性のための護身術 橋本 明子（WEN-DOインストラクター） H24.6.19 3

男女共同参画週間記念事業 体験者が語る防災・復興に「女性の視点」が必要なワケ-女性の視点から災害を考える-
正井　礼子
（ＮＰＯ法人ウイメンズネットこうべ代表）

H24.6.9 3

男女平等参画子育て講座 “お母さん”のいいとこさがし

北村　年子
（ルポライター・自己尊重トレーニングトレー
ナー）

H24.7.21 3

男女平等参画子育て講座 お父さんと絵本の楽しい世界

久留島　太郎
（幼稚園教諭・NPO法人ファザーリングジャパ
ン）

H24.8.25 3

2012（第17回)アイレックまつり 朗読　詩人「新川和江」を読む
アイレックまつり実行委員
公募の市民

H24.10.6 3

2012（第17回)アイレックまつり 映画上映『黒い雨』―放射能について考える― - H24.10.6 3

2012（第17回)アイレックまつり 音楽演奏　みんなで歌おう会 指導：島袋良彦 ピアノ：中村知子 H24.10.6 3

2012（第17回)アイレックまつり 講演　子どもと一緒にネット社会とうまくつきあう方法 渡辺真由子（メディアジャーナリスト） H24.10.7 3

2012（第17回)アイレックまつり 講演　変わる家族のかたち　そして未来 山田昌弘（中央大学文学部教授） H24.10.7 3

女と男の参画セミナー プロから学ぶ「思わず読みたくなる記事を書く」 森絹江（フリーライター） H24.11.1、H24.11.15、H24.11.29 3

人権週間記念事業 正社員じゃないと低賃金は当たり前？～だれもがしあわせに働ける社会のつくりかた～ 竹信　三恵子（和光大学教授） H24.12.15 3

女性の自立支援講座 夢をかなえるライフプランと知って得する最新の就労事情 長谷川能扶子（キャリアカウンセラー） H24.12.4 3

女性の自立支援講座 パソコン教室「仕事にすぐに使える基礎のワード」 生涯学習センターＩＴ講師
H25.1.15、H25.1.16、H25.1.22、

H25.1.23
3

女性の自立支援講座 就職活動で求められるコミュニケーション能力 長谷川能扶子（キャリアカウンセラー） H25.1.29 3

女性の自立支援講座 自信がつく最新のビジネスマナー 長谷川能扶子（キャリアカウンセラー） H25.2.27 3

女性の自立支援講座 働くあなたを守る労働法の基礎知識 中野　麻美（弁護士） H25.3.21 3

団塊世代の地域デビュー支援講座 フォークコンサート 中川　五郎（フォークソングシンガー） H24.12.19 3
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(清瀬市つづき） 団塊世代の地域デビュー支援講座 男が作る家庭料理　第１回・第２回 矢澤洋子（女子栄養大学生涯学習講師） H25.1.24、H25.2.7 3

団塊世代の地域デビュー支援講座 地域デビューの心得！―やっていいこと・困ること― 上野　千鶴子（東京大学名誉教授） H25.2.22 3

団塊世代の地域デビュー支援講座 われ かくして地域デビューを果たしたり！ 発表： 三木　康弘、河原　守、山口　修一 H25.2.22 3

東 久 留 米 市 男女平等推進センター主催講座 女性のための再就職いきいきスキル「医療事務スタート編」 田中美穂 H24.5.30 、6.6・13・20 3

男女平等推進センター主催講座
自分の暮らしをデザインするpart1～男女共同参画の視点から　①一人ひとりの暮らし方　フィンランドの平等社会
に学ぶ

坂根シルック H24.12.1 3

男女平等推進センター主催講座 自分の暮らしをデザインするpart1～男女共同参画の視点から　②親子で作る幸せを呼ぶヒンメリづくり ヒンメリの会 H24.12.8 3

男女平等推進センター主催講座 自分の暮らしをデザインするpart2～防災と男女共同参画　①防災はイメージする力 浅野幸子／高橋明美 H25.2.28 3

男女平等推進センター主催講座 自分の暮らしをデザインするpart2～防災と男女共同参画　②自分の力で自分をまもる（Wen-Do） 大沼もと子 H25.3.2 3

男女平等推進センター主催講座 自分の暮らしをデザインするpart2～防災と男女共同参画　関連上映「きょうを守る」 ー H25.3.11 3

男女平等推進センター主催講座 自分の暮らしをデザインするpart3～働くことと男女共同参画　私も地域もイキイキする働き方 田尻冴子／小島靖子 H25.3.23 3

男女平等推進センター主催講座 映画上映と講演　メディア・リテラシー　当事者の声を聴くということ 坂上香 H25.3.16 3

男女平等推進センター主催講座 クラフトカフェ パープルリボン手芸会　他
H24.7.20 、9.21、10.19、11.16、12.21、

H25.1.18、2.15、3.15
3

男女平等推進センター主催講座 出前講座（デートDV）教職員向け 西山さつき H24.8.27 3

男女平等推進センター主催講座
出前講座（DV）三多摩学童フォーラム／東久留米分科会　もしかして虐待？～アニメ「パパ、ママをぶたないで」を
通して考える私たちにできること

中村敏子 H25.2.24 3

男女平等推進センター主催講座 シネマｄｅおしゃべり ー
H24.6.23・24、8.23・25、11.30、12.1、

H25.2.1 ・2
3

男女平等推進センター主催講座 ぶっくル　ブックる　読書会 図書館職員 H24.5.9、9.12、10.3、12.6、H25.2.8 3

男女平等推進センター主催・市民企画講座 ライター入門講座　エッセイに挑戦しよう！ 石井栄子 H24.6.15・22 3

男女平等推進センター主催・市民企画講座 笑って考えるワーク・ライフ・バランス 瀬地山角 H24.7.7 3

男女平等推進センター主催・市民企画講座 歴史講座　エッ？育児の中心は父親だったの？！江戸に学ぶ子育て・人づくり 小泉吉永 H24.7.21 1

男女平等推進センター主催・市民企画講座
薬を使わない薬剤師による40歳からのココロとカラダ快適生活術　自分らしくイキイキ生きる　女性のための処方
箋

真水純子 H24.10.12 3

男女平等推進センター主催・市民企画講座 しあわせに働ける社会へ　安心して働きたい、こころ豊かに暮らしたい 竹信三恵子 H24.11.14 3

男女平等推進センター主催・市民企画講座 今からできるキャリアアップ法～“これからの私”のためのライフプランニング 森山貴代 H25.1.19 3

武 蔵 村 山 市 第１3回ＹＯＵ・Ｉフォーラム 夢を見る力　自分を愛して　自分を信じて 立木早絵 H25.2.16 3

男女共同参画センター自主講座 ムラパパマイスター養成講座①　パパ友を作ろう 朝倉高志・小森健一・田崎吉則・井上由紀惠 H24.4.15 3

男女共同参画センター自主講座 タオル体操 斉藤志保 H24.4.26 3

男女共同参画センター自主講座 母親の座談会 - H24.5.12、H24.5.24 3

男女共同参画センター自主講座 ムラパパマイスター養成講座②　餃子作り 志々田陽介 H24.5.13 3

男女共同参画センター自主講座 ムラパパマイスター養成講座③　村山を知ろう 高橋健樹 H24.6.3 3

男女共同参画センター自主講座 親子体操 斉藤志保 H24.6.14 3

男女共同参画センター自主講座 ムラパパマイスター④　パパの危機管理 森林育代・井上由紀惠・山田義高 H24.7.8 3

男女共同参画センター自主講座 ラップブレスレット 南葉子 H24.7.9 3

男女共同参画センター自主講座 自主防災リーダー養成講座 防災安全課・北多摩西部消防署 H24.7.21 3

男女共同参画センター自主講座 笑美筋体操 植木綾子 H24.8.4 3
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（武蔵村山市つづき） 男女共同参画センター自主講座 ふれあい体験まつり 斉藤志保 H24.8.13 3

男女共同参画センター自主講座 ムラパパマイスター⑤　地域社会の父親 安藤哲哉 H24.9.9 3

男女共同参画センター自主講座 ハッピーハロウィンママフェスタ - H24.10.31 3

男女共同参画センター自主講座 シニアライフ応援講座①　漢字の顔 坂詰力治 H24.11.17 3

男女共同参画センター自主講座 シニアライフ応援講座②　電子レンジで簡単料理 グループアペ H24.12.1 3

男女共同参画センター自主講座 スウィーツデコ　マカロン作り 杉山有紀 H24.12.10 3

男女共同参画センター自主講座 シニアライフ応援講座③　初めての川柳 竹本　瓢太郎 H25.1.9 3

男女共同参画センター自主講座 シニア対府応援講座④　ツボ押し講座 井上由紀惠 H25.2.23 3

男女共同参画センター自主講座 チャレンジふれあい冬体験まつり - H25.2.23 3

男女共同参画センター自主講座 再就職支援講座 上田昌美 H25.3.2、H25.3.9 3

男女共同参画センター自主講座 消しゴムはんこ作り 小川恵美 H25.3.19 3

男女共同参画センター自主講座 シニアライフ応援講座⑤　物と心の整理から 音川敏惠 H25.3.23 3

多 摩 市 保育室「みんなの広場」
おやこで一緒に★おもちゃで遊ぼう、人形劇・紙芝居、親子で一緒に★えいごde遊ぼう、絵本の読み聞かせ、ペー
プサート（紙人形劇）、みんなでおしゃべり～幼稚園・保育園のことについてお話ししませんか～、親子で一緒にア
ロマdeセルフケア、親子de一緒に★リフレッシュヨガ、小さなハープの演奏、春先の子どもの健康管理

シーズネットワーク、横尾　泉、あいちゃん’
ず、おもちゃばこ、辻田　千里、小泉　文子、
なかよし、川口　三枝子、河野　郁江、梶　伸
子、前原　幸治

H24.4.15、H24.5.27、H24.6.17、
H24.7.8、H24.9.23、H24.10.21、
H24.11.11、H24.12.9、H25.1.20、
H25.2.17、H25.3.2

3

ＴＡＭＡ女と男がともに生きるフェスティバル2012 竹信三恵子さん講演会＆ワークショップ「女性と災害～東日本大震災に学ぶ～」 竹信　三恵子 H24.6.23 3

ＴＡＭＡ女と男がともに生きるフェスティバル2012 男性のための料理教室 ～簡単にできる！ヘルシー料理～ 恵泉女学園大学園芸教育センター H24.6.23 3

ＴＡＭＡ女と男がともに生きるフェスティバル2012
諸橋泰樹さんの講演と多摩市長との対談・ワークショップ
「あなたは、今、平等な社会だと思えますか？　男女平等条例について考えましょう。」

諸橋　泰樹、多摩市長 H24.6.24 3

ＴＡＭＡ女と男がともに生きるフェスティバル2012 映画「あぶあぶあの奇跡」 ー H24.6.24 3

ＴＡＭＡ女と男がともに生きるフェスティバル2012 東日本大震災報道写真展、ＴＡＭＡ女性センター登録団体活動報告 － H24.6.19～H24.6.24 3

ＴＡＭＡ女性センター市民運営委員会企画事業 講演会「女と男がともに生きる多摩市の防災対策は？」 浅野　幸子 H24.11.17 3

ＴＡＭＡ女性センター市民運営委員会企画事業 DV防止期間講演会「～わたしがわたしを大切にするということ～」 中島　幸子 H24.11.23 3

ＴＡＭＡ女性センター市民運営委員会企画事業 メディア・リテラシー講座「メディアをクールに読み解こう！」 渡辺　真由子 H24.12.1 3

ＴＡＭＡ女性センター市民運営委員会企画事業 連続講座「東電福島原発事故による放射能汚染と女性・子ども」 崎山　比早子、渡辺　美紀子、吉田　由布子 H24.12.15、H25.1.13、H25.2.16 3

TAMA女性センター市民運営委員会企画事業 山川菊栄ドキュメンタリー映画上映会＆講演会　～姉妹よ、まずかく疑うことを習え～ 井上　輝子 H25.2.2 3

ＴＡＭＡ女性センター市民運営委員会企画事業 こころのエクササイズ～目からウロコ！発想転換のコツ～ 田島　美幸 H25.3.16 3

第8回地域ふれあいフォーラムTAMA・ＴＡＭＡ女性センター市民運
営委員会企画事業

親子料理教室「親子deインド料理に挑戦！」 シャム・シュレスタ H25.1.27 3

第8回地域ふれあいフォーラムTAMA・ＴＡＭＡ女性センター市民運
営委員会企画事業

パパとママとうたう歌 亀山　りつ子 H25.1.27 3

第8回地域ふれあいフォーラムTAMA・ＴＡＭＡ女性センター登録団
体共催事業

古布を使って干支の巳やお花作り 登録団体「ほっとサロン・たま」 H25.1.27 3

第8回地域ふれあいフォーラムTAMA 交流くつろぎ・展示の場 ー H25.1.27 3

ＴＡＭＡ女性センター登録団体企画事業 頭と心のマッサージ講座「ステキな毎日の見つけ方」 両角　朗子 H24.12.4、H24.12.11 3

ＴＡＭＡ女性センター登録団体企画事業 私の心と体 小柳　茂子 H24.12.16 3

ＴＡＭＡ女性センター主催・女性に対する暴力をなくす運動期間事
業

ミニ生命のメッセージ展、DV防止啓発パネル展示 － H24.11.12～H24.11.18 3

中央大学法学部広岡守穂ゼミ・ＴＡＭＡ女性センター共催講座 ダイアログカフェ「多様なライフスタイルを生きる希望と困難」 髙﨑　恵・広岡　守穂 H24.12.20 3
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（多摩市つづき） ＴＡＭＡ女性センター主催・キャリアアップ支援講座 子育て中のキャリアアップ！女性のためのパソコン初歩講座 東　隆史 H25.2.1、H25.2.5、H25.3.7、H25.3.8 1

ＴＡＭＡ女性センター主催・ＤＶのない社会をめざす連続講座 身近な人を支えるために、私たち・地域にできること
田村　伴子、深澤　純子、大津　恵子、佐々木
真紀

H25.2.26、H25.3.5、H25.3.15、H25.3.19 3・4

ＴＡＭＡ女性センター、公益社団法人 学術・文化・産業ネットワー
ク多摩共催事業

ココロに効くサプリ！現役ママが思わず笑顔になるココロのトレーニング
広岡　守穂、荒井 やよい、林　明理、山本 智
子

H24.5.15、H24.5.22、H24.5.29、
H24.6.5、H24.6.12、H24.6.19、H24.6.26

3

ＴＡＭＡ女性センター、公益社団法人 学術・文化・産業ネットワー
ク多摩共催事業

ココロに効くサプリ！現役ママが思わず笑顔になるココロのトレーニング　フォローアップ講座 近藤　裕美 H24.9.11 3

男女平等職員研修（管理職対象） 男女共同参画と自治体経営について 江原　由美子 H24.5.9 4

ＴＡＭＡ女性センター、多摩市経済観光課、東京都労働相談情報
センター八王子事務所、日野市、府中市共催事業

多様な働き方セミナー＆労働相談会 山田　芳子 H24.11.9、H24.11.16 3

多摩市市民生活課主催・ＴＡＭＡ女性センター協力事業 犯罪被害者等支援事業　大藪順子講演会「～ＳＴＡＮＤ　性暴力サバイバーたちの素顔～」 大藪　順子 H24.7.1 3

稲 城 市 男女平等推進セミナーⅠ イキイキママの再就職！～楽しく学ぶ再就職活動実践法～ 小澤佳代子氏 H24.11.6 3

男女平等推進セミナーⅡ デートＤＶって何？～子どもたちを加害者にも被害者にもしないために～ 栗原加代美氏 H24.11.27 3・4

男女共同参画社会形成研修 なぜ今ワーク・ライフ・バランスなのか～介護と仕事の両立に備える～ 村上健太氏 H25.1.25 4

女と男のフォーラムいなぎ2013 私は私～みんなで考えよう、幸せのかたち～ 山田昌弘氏 H25.2.23 3

羽 村 市 第28回女と男、ともに織りなすフォーラムinはむら 世代を越えた子育て～パパもママもイクジイもイクバアも～ 広岡守穂、ＶＯＸＲＡＹ（ヴォクスレイ） H25.2.9 3

女性の再就職支援セミナー 女性の再就職支援セミナー
（株）キャリア・マム　代表　堤香苗、
東京しごとセンター多摩　就職支援アドバイ
ザー斉藤ゆみこ

H24.12.12～H24.12.14 1

あ き る 野 市 第17回女と男のライフフォーラムinあきる野 男も女も支えあう～これからの介護あれこれ～ 野原すみれ H25.2.17 3

西 東 京 市 第5回パリテまつり
（１）講演会
～人間らしくイキイキと～講演＆ミニライブ　コウタローの、女(ひと)と男(ひと)のよりよい関係

山本　コウタロー H25.2.3 3

第5回パリテまつり

（２）講座Ⅰ｢ジェンダーって何？ライフスタイルをジェンダー視点で見てみよう。考えよう。｣、講座Ⅱ｢ポスターに見
る世界の女たち 髭のノラ ― ノルウェーの男女平等社会はこうしてできた｣、講座Ⅲ「話してみよう 聞いてみよう
家族の介護・自分の終末」、体験会Ⅰはじめての自力整体、体験会Ⅱ子育て・夫婦円満・就職に効く★ママのた
めの時短メイク、体験会Ⅲパパの初めてのバルーンアート、体験会Ⅳ初心者向けのパソコン体験会

講座Ⅰ　艮　香織
講座Ⅱ　三井　マリ子
講座Ⅲ　相模　直子、木下　伸子
体験会Ⅰ　森崎　文子
体験会Ⅱ　城後　紗織
体験

Ｈ25.2.2、Ｈ25.2.3 3

啓発3回連続講座 女性学を学び自分らしさを見つける講座 加藤　千恵 Ｈ24.9.8、Ｈ24.9.15、Ｈ24.9.29 3

啓発2回連続講座 自分も相手も大切にするコミュニケーション　～アサーティブ講座～ 堤　暢子 Ｈ24.10.13、Ｈ24.10.28 3

啓発講座 子どもの護身法　すきっぷプログラム講座 ＮＰＯ法人エンパワメントかながわスタッフ H24.7.28 3

啓発講座 日本の働く母親とアメリカの働く母親、どっちがしあわせ？　～政府・企業や夫婦関係から考える～ 治部　れんげ H24.10.20 3

啓発講座 あなたを幸せにする早目の老いじたくと頑張らない介護 野原　すみれ H24.11.16 3

啓発講座 子育てをしている私、強くなりたい！ｂｌｏｏｍ　～生まれたのは私 小林　七子 H24.12.1 3

啓発講座 ベビーマッサージにチャレンジしませんか？　～赤ちゃんと一緒にママもリラックス～ 菊池　由香里 25.3.12 3

ＤＶ被害者のための自立支援講座 一人ひとりが自分らしく生きていくために 更科　幸一、鈴木　喜久子、小西　聖子 Ｈ24.12.8、Ｈ24.12.15、Ｈ25.2.23 3

男女共同参画週間講演会 笑って考えよう、家庭のこと、仕事のこと、未来のこと　～家族みんなで夕食を囲む方法～ 瀬地山　角 H24.7.7 3

女性に対する暴力をなくす運動週間講演会 大切なこと、わかって欲しい　～助産師と考える思春期の性～ 三原　路子 H24.11.17 3

女性に対する暴力をなくす運動週間事業 パープルリボンプロジェクト ワークショップ － H24.11.12 3

瑞 穂 町 男女共同参画推進事業講演 「いつか来る　その時のために　-　被災地から学び、いまできること-」 青木千惠・日向野みどり H25.1.27 3

親子ふれあいあそび 手遊び・リズム遊びをして、親子であそぼう 大泉潔美 毎月開催 1

おはなし　はじまるよ 絵本の読み聞かせ・手遊び・紙芝居・パネルシアターなど 堀池佳子 毎月開催 1

子育て講座 成長や発達が気になるお子さんの理解と対応 荻野和雄 H.24.6.16、H.24.9.18、H.25.2.26 1
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（瑞穂町つづき）
ママ・パパといっしょに絵本であそぼう！
０歳からの読み聞かせ

乳幼児向けの読み聞かせ ジュニアリーダー
H24.8.21･23･25、H24.9.25、
H25.2.23、H25.3.28

1

ほっと・カフェの「わくわくしゃべりば」 乳幼児向けの読み聞かせ・遊びの実施及び、情報交換等 子育てを経験したスタッフ 毎月開催 1

勇気づけ勉強会 コミュニケーション能力の向上 村上豊子
H24.5.22、H24.6.5、H24.6.19、

H24.7.3、H24.7.17
1

楽しい！！おいしい！！元気！！
～0歳から3歳までの食べたくなる食事PARTⅢ～

乳幼児向けの食育 矢高由美子 H25.1.15 1

料理教室 からだにやさしい食材をいかした簡単イタリア料理 堀稚絵りか H25.3.13 1

日 の 出 町 － － － － －

檜 原 村 － － － － －

奥 多 摩 町 － － － － －

大 島 町 － － － － －

利 島 村 － － － － －

新 島 村 － － － － －

神 津 島 村 － － － － －

三 宅 村 － － － － －

御 蔵 島 － － － － －

八 丈 町 － － － － －

青 ケ 島 村 － － － － －

小 笠 原 村 － － － － －

【参加対象】1：管内住民・企業　2：管内在勤・在学者　3：管内に限定しない　4：職員 64


