
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

男女共同参画週間特別企画講演会「五輪メダリストが語る女性とスポーツ」 山口香 H27.6.18 3

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

講座「私自身を生きる　さまざまな性」 東小雪、原ミナ汰 H27.8.5、8.13 3

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

講座「これからの女性の生き方を拓く」 水無田気流、水野順子 H27.10.29、11.5 3

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

情報社会を安全・安心に生きるためのメディアリテラシー講座 高橋暁子、遠藤美季 H27.12.2、12.9 3

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

キャリアを再スタート！したい人のための準備講座 栗原知女、澁谷美佳、西川礼子 H27.10.30、11.13、11.27 3

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

女性の健康講座「からだのリズムに合わせて元気に暮らす」 宮川明子 H28.3.1 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「お互いを思いやる関係作り～デートＤＶって何？」 野本美保、波多野律子 H27.7.16 2

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「大学生になるあなたへ　自分を大切にする人間関係」 西山さつき H28.2.24 2

すべての暴力をなくし、安全・安心な社会を実現する講座 配偶者暴力の予防講座「傷ついた心を癒す」 円山カヲリ、中山未知 H28.12.4、12.10 1・2

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「若い世代のデートＤＶを知る―教育現場、地域の大人たちの関わりについて」 中島幸子、西山さつき H27.12.6 1

すべての暴力をなくし、安全・安心な社会を実現する講座 「怒り」と上手につきあうためのアンガーマネジメント講座 大山葉奈、桑野里美 H27.6.11、6.16 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 子育て中のイライラを上手に乗りきるためのアンガーマネジメント講座 相原あすか H27.6.27、7.4 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

講座「子育てを楽しく変化させるヒケツ　産後クライシスから仲良し夫婦に！　“イヤイヤ期”から“超かわいい期”
に！」

木村宣貴 H27.9.17 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

講座「防ごう！介護離職―介護のために仕事も人生もあきらめない」 和氣美枝 H28.1.28 3

ＭＩＷ千夜一夜(情報交流会） パパと一緒にクッキング！ 滝村雅晴 H27.10.24 1・2

男女共同参画社会推進支援事業 どうする男女の賃金格差　均等待遇に学ぶこれからの働き方 屋嘉比ふみ子、竹信三恵子、赤石千衣子 H28.2.18 3

職員研修 女性カレッジ～女性職員キャリアアップ講座 鈴木浩子 Ｈ26.7.23、9.17、11.18 4

職員研修 人権問題（ＤＶ対策） 春原由紀 H26.12.3 4

中 央 区 男女共同参画講演会 子どもたちの「声」聞こえてますか？ 仁藤　夢乃 H28.2.26 3

男女共同参画講座 傷ついた心のケア講座～もう一度私らしく～ 西山　さつき H27.10.17 3

男女共同参画講座 「聴く」ではじまる会話力～生活に役立つ傾聴講座～ 小谷津　光子 H27.11.18 3

男女共同参画講座 「イライラ」とうまく向き合おう～怒りの感情をコントロールする秘訣とは～ 澤田　忍 H27.12.9 3

男女共同参画講座 スウェーデンの女性活躍に学ぶ、日本のこれから アダム　ベイエ H28.2.18 3

男女共同参画講座 「時間がない！」から抜け出そう　プロから学ぶ！人生の満足度を上げる時間管理テクニック 滝井　いづみ H28.2.21 3

男女共同参画講座 仕事に差がつくスキル、説明力を高めよう！～プレゼンにも役立つビジネススキル～ 池田　絵里 H28.2.25 3

男女共同参画講座 パパの出番だ！産後のママケア＆ハロー赤ちゃん 藤井　忍、三木　智有 H28.3.12、H28.3.19 3

女性のための再就労支援講座 再就職に役立つ情報提供 栗原　知女 H27.5.28 3

女性のための再就労支援講座 再就職に役立つ情報提供 栗原　知女 H27.6.4 3

女性のための再就労支援講座 最新の就職状況と活動の仕方、適職診断、自己分析、資格スキルの選び方 栗原　知女、女性しごと応援テラス職員 H27.9.17 3

女性のための再就労支援講座 応募書類・面接対策 栗原　知女 H27.10.1 3

女性のための再就労支援講座 パソコンスキル（ワード・エクセル） 栗原　知女 H27.10.7 3

女性のための再就労支援講座 パソコンスキル（ビジネス文書＆ビジネスメールの書き方） 栗原　知女 H27.10.8 3

女性のための再就労支援講座 ビジネスマナー・ビジネスコミュニケーション・情報収集術 栗原　知女 H27.10.15 3

10　講演会・講座等の状況(27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 47



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(27年度実績）

（中央区つづき） 女性のための再就労支援講座 会社選び、多様な働き方、ライフ・マネープラン 栗原　知女 H27.10.22 3

女性のための再就労支援講座 仕事のカンを取り戻すリハビリ 栗原　知女 H28.1.28 3

男女共同参画セミナー 働く女性のキャリアアップ～仕事で輝くための意識と働き方～ 林　久美子 H27.10.19、H27.10.20 3

男女共同参画セミナー 派遣法改正でなにが変わる？これからのハケンの働き方 石渡　豊正 H28.2.8、H28.2.9 3

ワーク・ライフ・バランスセミナー 「クレームを優良顧客に変えるコミュニケーション｣～クレームの本質とセルフプロテクト法を学ぶ～ 織田　貴子 H27.7.10 3

ワーク・ライフ・バランスセミナー 「逆境や困難に負けない強い個人と組織の作り方｣～”制約”があっても、凹んでも、生産性を高める仕事術～ 金森　秀晃 H27.9.15 3

男女共同参画リーダー研修（事前研修） 和紙の歴史について 西本　幸宏 H27.10.2 1・2

講演と映画のつどい
【講演】「自分の中の可能性を見つけるために」～インドと日本の女性に生き方に見る教育のあり方～
【映画】マダム・イン・ニューヨーク

マルカス H27.7.11 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」 私のライフスタイル～起業と家庭の両立～ 岩崎　裕美子 H27.5.20 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」 「聴く」でうまくいくコーチング子育て 愛川　よう子 H27.7.15 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」 「HAPPYアイシングクッキー」～飾って楽しめるクッキーを～ 前田　知美 H27.9.16 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」 素敵な時間の過ごし方～水引で季節を感じ新しい年を迎える準備を～ mizuhiki girl H27.11.18 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」 「セルフネイルで笑顔の子育て」～空いた時間でプチプラマニキュア～ しずく H28.1.20 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」 春を快適に過すちょい足し薬膳素材 小林　香里 H28.3.16 1

中央区イクメン講座 スマホdeハッピーフォト～家族のたいせつなものを写真に残す～ こばやし　かをる H27.9.26 1

中央区イクメン講座 「パパのコーヒータイム」～自分で入れたコーヒーで家族との時間、自分の時間を楽しもう～ 石井　康雄 H27.11.21 1

中央区イクメン講座 「バレンタインデーにハンドケアをプレゼント！」～パパからママへの素敵な癒しの時間を作りましょう～ 橘　潤香 H28.2.13 1

水曜イブニングトーク 鰹節の文化や歴史と女性のかかわり 外山　順一郎、外山　真佐子 H27.7.1 3

水曜イブニングトーク 江戸期の女性の生き方、暮らし方～浮世絵団扇の図案を読み解く～ 吉田　誠男 H27.8.5 3

水曜イブニングトーク 相撲部屋のおかみさんとして～相撲と女性のかかわりを読み解く～ 鈴木　ゆか H27.9.2 3

水曜イブニングトーク 歴史あるタウン誌作りの現場から見つめる日本橋と女性たち 堺　美貴 H27.10.7 3

男女共同参画事業団体支援助成 親子で歌ってリフレッシュ！ たいら　いさお H27.11.7 1

男女共同参画事業団体支援助成 顔と心　人生のエッセンス～メイクアップセラピーにおける役割について～ かづきれいこ H28.2.6 1・2

港 区 男女平等参画推進講座 子育ても自分も大事！ママのための4日間 西村　純子、水上　薫、福田　潔子 H27.4.16、H27.4.23、H27.5.7、H27.5.14 3

男女平等参画推進講座 テレビやスマホは私たちの意識をどう変える？ 谷岡　理香 H27.4.18 3

男女平等参画推進講座 女性のための再就職支援講座 河崎　理恵子 Ｈ27.5.21、Ｈ27.5.28、Ｈ27.6.4 3

男女平等参画推進講座 パートナーも自分も、もっと笑顔に！ 片岡　実佐子 H27.5.31 3

男女平等参画推進講座 大人が知るべき少女の性の商品化とその被害 金尻　カズナ H27.7.4 3

男女平等参画推進講座 バブル世代の親とは違う！今どきの学生就活事情 上田　晶美 H27.7.8 3

男女平等参画推進講座 35歳からの出産を考える 鴨下　佳子 H27.7.25 3

男女平等参画推進講座 女性のためのアサーティブネス講座 堤　暢子 Ｈ27.8.1、Ｈ27.8.8 3

男女平等参画推進講座 ＬＧＢＴ理解から始める多様性を認め合う教室づくり 山下　昴 H27.8.20 3・4

男女平等参画推進講座 プレ就活生のためのパワーチャージ・ナビ＆インターンシップ 常見　陽平、谷岡　理香、原　澄子 Ｈ27.8.24、Ｈ27.8.25、Ｈ27.8.28 3

男女平等参画推進講座 キッチンから考える男女平等 ラマイア・ニーラム H27.8.29 3

男女平等参画推進講座 働くパパとママのための両立と保活 普光院　亜紀 H27.9.6 3

男女平等参画推進講座 また学びたい！社会人ってどんな感じ？ 本間　智子、横山　美和、三輪　清子 H27.9.13 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 48
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（ 港 区 つ づ き ） 男女平等参画推進講座 著者が語る話題の本講座 木村　朗子 H27.9.26 3

男女平等参画推進講座 女性のための再就職支援セミナー 二本柳　聡美、上田　晶美
Ｈ27.10.2、Ｈ27.10.7、Ｈ27.10.9、Ｈ

27.10.14、Ｈ27.1016
3

男女平等参画推進講座 パパの時間と空間と仲間を楽しもう！ 渡邊　暢子、滝村　雅春 Ｈ27.10.2、Ｈ27.10.7.9、Ｈ27.10.9 3

男女平等参画推進講座 スポーツと人間力～子どもの可能性を伸ばす10の黄金則～ 杉山　芙美子 H27.10.12 3・4

男女平等参画推進講座 子連れ再婚家族（ステップ不ファミリー）が幸せになるいくつかのヒント 野沢　慎司 H27.10.15 3

男女平等参画推進講座 多様な人材活用のためのLGBT対応 村木　真紀 H27.10.16 3

男女平等参画推進講座 アラブの世界へようこそ　大使夫人と一緒に親子で知るヨルダン シファ　ハダド、竹村　真紀子 H2710.25 3

男女平等参画推進講座 日本に住む外国人家族のための防災講座 木村　素子、西坂　美奈、シビル　ケイン H27.10.29 3

男女平等参画推進講座 女性と離婚　正しい情報を得て、納得できる選択を 佐野　みゆき、髙橋　康子 H27.11.5 3

男女平等参画推進講座 それでも私は、ストーカー・DVの現状と解決への道 小早川　明子 H27.11.7 3

男女平等参画推進講座 介護予防フェスタ出展・紙芝居。プチトーク 朗読ボランティア、リーブラ職員 H27.11.11 3

男女平等参画推進講座 学童保育&小学生ライフ入門　小１の壁を親子で乗り越えよう 竹下　美穂、関根　久仁子 H27.11.29 3

男女平等参画推進講座 楽しい　ハマる　シングル男子の毎日のお弁当づくり 柏原　安珠 H27.12.5、H27.12.12日 3

男女平等参画推進講座 在宅ワークセミナー　クラウドソーシングではじまる在宅の仕事 石山　杏珠、 H27.12.17 3

男女平等参画推進講座 カナダの教育を親子で体験　ネット社会にに流されない、考える力をつけるワークショップ 森本　洋介 H27.12.27 3

男女平等参画推進講座 シネマ&トーク　オフサイド・ガールズ 金原　洋介 H28.1.17 3

男女平等参画推進講座 働く女性が知っておきたいカラダのケアと仕事の関係 三羽　良枝 H28.1.21、H28.1.27 3

男女平等参画推進講座 男の茶道？女の茶道？　戦国時代から現代まで、茶道をめぐるパワーゲーム 加藤　恵美子 H28.1.24 3

男女平等参画推進講座 『シングルマザー家を買う』著書の、会社や組織に属さずフリーで働くということ 吉田　加奈 H28.1.26 3

男女平等参画推進講座 女性のための起業講座　思いをかなえる事業のはじめかた 油井　文江、吉野　太佳子 H28.1.30、H28.2.6、H28.3.13 3

男女平等参画推進講座 仕事をやめない介護のコツ～自分も親も大切にする～
牧野　史子、小野寺　佳子、駒井　加奈子、佐
藤　典子、吉澤　智太郎

H28.2.3、H28.2.10、H28.2.15 3

男女平等参画推進講座 シニア男性のための楽しい技術・保健・家庭 諸井　路子、石蔵　文信 Ｈ28.2.7、H28.2.14 3

男女平等参画推進講座 妻は単身赴任中　多様な家族の話を聞いてみよう 星野　太郎 H28.2.9 3

男女平等参画推進講座 イクボスで業務も笑顔もアップ　新しいマネジメント、働き方、そして人生 川島　高之 H28.2.19 3

男女平等参画推進講座 地域とつながる活動をはじめよう！ 石川　貴志、田邊　健史 H28.2.20 3

男女平等参画推進講座 これからのデジタル時代を生きる子供たちへ　「想像」する心と、「創造」する力を育む 石戸　奈々子 H28.2.24 3

男女平等参画推進講座 女子力ってなぁに？　アラフォーシングルのための健康講座 深澤　真紀 H28.2.25 3

男女平等参画推進講座 女性のためのミドルエイジ・クライシスを人生の転機にする心理学講座 永久　ひさ子 H28.2.27 3

男女平等参画推進講座 国交樹立60周年　日本とアイスランド　つながり、広がる　これからの男女平等としあわせ
ハンネス・ヘイミソン、グズマン・マルグレート
ソロンスディットル、志野　光子

H28.3.5 3

男女平等参画推進講座 おもちゃで広がる育児と育自 橘高　春生 H28.3.15 3

男女平等参画推進講座 3.11と女の子たち　10代20代の女性と震災、その後について 多田　純子、多田　憲二郎 H28.3.26 3

男女平等参画推進講座 シアターリーブラ ＤＶＤ上映
Ｈ27.6.11、Ｈ27.8.13、Ｈ27.10.8、Ｈ

27.12.17、Ｈ28.2.18
3・4

男女平等参画推進講座 手遊びとおはなし　絵本の森+プチ子育て質問会 林　加代子、菅野　京子
Ｈ27.5.25、Ｈ27.7.27、Ｈ27.9.28、Ｈ

27.11.16、Ｈ27.1.25、Ｈ28.3.28
3

男女平等参画推進講座 人身取引防止展示　知ることからはじめよう！暴力のない社会をつくるために 藤原　友己 H27.11.13～H27.11.26 3

【企業向】　出前講座（相手先に出向いて実施する講座） 働く女性応援セミナー　知っておきたいカラダの話 有馬　牧子 H27.5.27 1

【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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（ 港 区 つ づ き ） 【企業向】　出前講座（　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　） ワークライフバランスを考える 新田　香織 H27.9.18 1

【企業向】　出前講座（　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　） 女性活躍推進のための　部下のやる気と能力を引き出すマネジメント 前田　恒夫、碇　明生 H27.10.22 1

【企業向】　出前講座（　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　） パワーハラスメント予防基礎研修 大西　紀子 H27.10.22 1

【企業向】　出前講座（　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　） 介護と仕事の両立セミナー　少子高齢化の今を考える、会社の成長と家族の幸せ 大西　徳雪 H28.3.4 1

【保育園向】出前講座（　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　） 性別で分けない保育 村松　和子 H27.10.31 4

【幼稚園向】出前講座（　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　） 頑張るママへのサポート講座 永田　陽子 H28.2.27 4

【教育機関向】出前講座（　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　） デートＤＶ予防講座 リーブラ職員 H27.7.9 4

団体育成支援事業（団体独自の事業を支援） みんなで考えよう！職場復帰！！ 団体メンバー Ｈ228.2.6、Ｈ28.2.21、Ｈ28.3.5 3

団体育成支援事業（団体独自の事業を支援） 芝浦両親学級 児玉　奈央、齋木　啓子、大下　義武 Ｈ28.2.13、Ｈ28.3.6、Ｈ28.3.13 3

団体育成支援事業（　　　　　　　〃　　　　　　　） 母娘物語の朗読　小説から読み解く 団体メンバー Ｈ27.6.21、Ｈ27.10.18 3

団体育成支援事業（　　　　　　　〃　　　　　　　） 気になる子どもを地域で支えるために知っておきたい基礎知識 本田　秀夫 H28.1.29 3

団体育成支援事業（　　　　　　　〃　　　　　　　） 在宅ワーク初心者における動向調査分析 団体メンバー Ｈ27.7.7、Ｈ28.2.16 3

団体育成支援事業（　　　　　　　〃　　　　　　　） あなたの大切なものを、大切な人に遺す　自分史を創る教室 杉原　麻美、戸部　みか、三星　タツヤ
Ｈ27.7.18、Ｈ27.8.1、Ｈ27.8.22、Ｈ

27.9.12
3

新 宿 区 男女共同参画講座 「これからの結婚と離婚」～最高裁判所から考える～ 折井　純 H28.2.27 3

男女共同参画講座 「わたし」を創る－林芙美子の生き方とジェンダー 金井　景子 H28.3.26 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 H27.7.18、H26.8.1 3

性と生の講座 多様な性と生き方を認め合う社会に向けて 東　小雪 H27.7.11 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　（１）働くママになるために ① 高取　しづか H27.10.8 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　（１）働くママになるために ② 齋藤　三喜子 H27.10.15 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　（2）実践・再就職に向けて ① 岡本　薫 H27.10.22 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　（2）実践・再就職に向けて ② 岡本　薫 H27.10.29 1・2

パートナーシップ講座 世界遺産から平和を考える 野口　昇 H27.5.9 3

パートナーシップ講座 子どもの自立を育む片づけ術 阿部　百合子 H27.12.7 3

パートナーシップ講座 よい食生活の習慣を身につけ健康寿命をの
延ばしましょう 桜井　利子 H27.12.7 3

パートナーシップ講座 保護施設での医療対応 佐々木　澄子 H28.1.16 3

パートナーシップ講座 映画上映「太陽がほしい」と班忠義監督のお話 班　忠義 H28.1.23 3

パートナーシップ講座 モノを手放し 見えてきたもの　～ミニマリストと家族～ 沼畑　直樹 H28.3.16 3

パートナーシップ講座 「居場所づくり」 ～食を共にして感じていること～ 白旗　眞生 H28.3.25 3

男性対象講座 パパと一緒におもちゃ作り たかだ　まさき H27.9.12 3

男性対象講座 パパと一緒に遊ぼう！ 藤﨑　和義 H28.1.23 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「心を開いて、もっと会話を楽しもう！」 竹内　康代 H27.6.27 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「言葉と表情と態度を変えて話してみよう！」 竹内　康代 H27.7.4 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
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（新宿区つづき） 若者応援講座 今さら聞けない!?おとなのマナー力向上のヒント 岩下　宣子 H27.10.31 3

男女共同参画フォーラム うれしいことも つらいことも 自然体で ～水泳から学び、伝えたいこと～ 岩崎　恭子 H28.2.20 3

しんじゅく女性団体会議・公開講座 地域のわたしたちができること　～子どもたちが地域につながるために～ 谷口　英子 H27.8.28 3

相談機関連携会議 ＤＶ被害者の心理と支援　～支援者のためのコミュニケーションスキルとセルフケア～ 中山　未知 H27.11.26 4

DV防止啓発講座 相談窓口の役割を知る　（女性に対する暴力防止ｾﾐﾅｰ第2回） 湯浅　範子 H27.10.17 3

DV防止啓発講座 性の商品化の中での暴力を考える　（女性に対する暴力防止ｾﾐﾅｰ第3回） 藤原　志帆子 H27.11.21 3

DV防止啓発講座 支援施設を知る　（女性に対する暴力防止ｾﾐﾅｰ第5回） 松浦　薫　他 H28.2.6 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　職場におけるハラスメントの防止及び対応について 野原　蓉子 H28.2.25 1・2

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　第1回　メンタルヘルスの基礎知識と基本的対応 武藤　清栄 H28.3.4 1・2

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　第2回　職場のメンタルヘルスと実務対応 武藤　清栄 H28.3.4 1・2

協働事業 女性活躍推進セミナー　～自社の具体的な進め方を考える～ 幸田　千栄子 H27.6.12 1・2

協働事業 仕事と介護の両立　～働いているからこそ考えるこれからの介護とは～ 新田　香織 H27.10.19 1・2

協働事業 ﾏﾏになってからのキャリア論　～育休後のキャリア構築のポイントとは？～ 山口　理栄 H28.2.23 1・2

文 京 区 国際シンポジウム：第4回セクシュアル・マイノリティ支援全国会議 「性の多様性」を活かした地域づくり 原　美奈子 H27.4.30 3

WEPsセミナー 女性のエンパワメントで、企業力をアップ！ 菅原　絵美 H27.6.12 3

文京区オレンジキャンペーン講演 女性に対する暴力撤廃の国際デーに寄せて 福嶌　香代子 H27.11.25 3

多様な働き方セミナー パートタイム労働者　雇用管理の実務ポイント 永田　幸江 H28.2.2 1・2

国際女性デーシンポジウム
持続可能な開発のための2030アジェンダとPlanet50－50：
ジェンダー平等と女性のエンパワーメントに向けて進歩を加速

福嶌　香代子
白石和子

H28.3.8 1・2

男女平等参画セミナー　中学校出前講座 「国際社会で働くこと、特に女性の活躍などについて」 福嶌　香代子 H28.3.7 2

男女平等参画セミナー　中学校出前講座 「夢について、パラリンピックについて」 初瀬　勇輔 H28.3.16 2

職員研修「すべての女性が輝く文京区形成研修」 パネルディスカッション及び第2ブロック合同シティセミナー 藤井　佐和子 H27.12.9、H27.12.16 4

オールラウンド研修「女性活躍推進研修」 女性活躍推進について 藤川　恭子 H28.1.22 4

オールラウンド研修「男女平等参画推進」 文京区のジェンダー平等と女性のエンパワメント
内海﨑　貴子
男女協働・子ども家庭支援センター担当課長

H28.3.2 4

男女平等センター講演会 男女平等センタートーク＆シネマ「小澤監督が語る「家庭と子どもの幸せについて」」 小澤　雅人、杉山　春 H28.3.19 3

男女共同参画週間記念講演会 「男女がともにやさしく老いるには～看護を通して見える人と社会～」 宮子　あずさ H27.6.20 3

男女平等センターまつりシンポジウム 「女性がもえた北京会議から20年」 堀内　光子、船橋　邦子 H27.10.24 3

男女平等センターまつり講演会 「笑って考える家庭のこと、仕事のこと、未来のこと」 瀬地山　角 H27.10.25 3

配偶者暴力の防止等啓発講演会 「ＤＶ加害者の実像について～その対策を考える～」 沼崎　一郎 H27.12.4 3

男女平等センターシンポジウム 「国連とジェンダー」 国際女性の地位協会共催 H27.6.13 3

プラスワンセミナー 「家庭生活と社会活動の調和～マタハラの現状と課題～」 宮下　浩子 H27.5.30 3

プラスワンセミナー 「家庭の男女共同参画～スウェーデン、フランス、日本、アメリカの比較から～」 舩橋　惠子 H27.7.3 3

プラスワンセミナー 「人生の逆境にも笑顔を絶やさず働き続けるとは」 浜口　千代子 H27.9.26 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 51
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（文京区つづき） プラスワンセミナー 「日本の男女平等法制を学ぶ～文京区男女平等推進条例との関係から～」 松島　雪江 H27.12.11 3

プラスワンセミナー 「女性の健康～スポーツを通して考える～」 石田　良恵 H28.2.6 3

プラスワンセミナー 「働く女性の貧困」 小林　美希 H28.3.8 3

区政を知る懇談会 「今知りたい･･･マイナンバー制度について」 政策研究担当課長 H27.11.6 3

未来の女性科学者育成事業 「女子中学生のための科学への招待席」 森　義仁 H27.7.25、H27.12.19 3

父と子の料理教室 「お父さんと一緒にチャレンジクッキング」 石井　泰乃 H27.8.1～8.2 3

登録団体企画事業 「北京女性会議から20年～日本の男女平等を進めるために～」 橋本　ヒロ子、山下　泰子 H27.11.14 3

台 東 区 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 H27.6.6、H27.11.7 1・2

男女共同参画推進講座 男性対象講座「５０代からのオトコの料理入門」 小山　朝子 H28.2.14、H28.2.28、H28.3.13 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「LGBTって誰のこと？ 性の多様性解読講座」 原　ミナ汰、大賀　一樹 H27.6.3 3

男女共同参画推進講座
ワーク・ライフ・バランス講座「専業主夫に聞く 今つくらないと一生後悔する 夫婦でつくる暮らしとのイイ関係～子育
ての現場から～」

しゅうちゃん(佐久間　修一) H27.8.1 3

男女共同参画推進講座 ブランクがあっても大丈夫！再就職はじめの一歩コース
中川 理砂、中村 秀子、 村上 美佳、宍戸 あ
すか

H27.11.24～27、12.1
（計５日）

3

男女共同参画推進講座 子育てしながら私も働ける！？～働くための準備について考えましょう～ 河野　千鶴子 H28.3.4 3

男女共同参画推進講座 女性のための就職セミナー 仲宗根　春代 H27.10.23 1・2

男女共同参画推進講座 防災講座　私と地域をつなぐ防災術　～女性・高齢者・障害者・子どもの立場から～ 浅野　幸子 H27.11.22（午前・午後） 1

男女共同参画推進講座 ＤＶ講座　DVを知ろう！なくそう！大切な人を暴力から守るために 西山　さつき H27.11.19 3

男女共同参画推進講座 ＤＶ講座　デートDV講座 橋本　明子 H27.11.25、11.26 3

男女共同参画推進講座 ＤＶ講座　体験者が語るＤＶ・トラウマからの回復～支配・束縛は愛情ではない～ 中島　幸子 H28.2.2 3

区民学習活動支援事業 私ひとりでがんばらない！家族で楽しく家事をするコツ 辰巳　渚 H27.7.18 3

区民学習活動支援事業 できました！台東区男女平等推進基本条例　私たちはどう活かすか
皆川　満寿美、田中　和子、我妻　澄江、五十
川　チトセ

H27.8.29 3

区民学習活動支援事業 子どもの“生きる力”を育てる～おとこ目線の子育て～ ① 柳　和宏② 西野　博之 ①H27.9.6②H27.9.20 3

区民学習活動支援事業 未来をつくる歴史の学び方　ジェンダーから見たアジアの近現代史 小浜　正子 H27.10.18 3

区民学習活動支援事業 日本の結婚どうなっている？－自分らしく生きるために－ 佐藤　香代 H27.10.24 3

地域のチカラ講座 子どもが中学生になる前にお父さんが知っておきたい「シンプル英会話学習法」 星　敦代 H28.2.6、H28.2.13 3

地域のチカラ講座 「ネットの世界」知って見直すライフスタイル　～子どもたちを被害者にも加害者にもしないために～ 中村　晃久 H27.12.19 3

地域のチカラ講座 フットケアワーカーが伝授！知らないとこわい１０代からの「足・足爪のケア」　～自立した心と体を育むために～ 佐々木　厚子 ①H28.1.23②H28.1.30 3

地域のチカラ講座 専門家から訊く　40代からのココロとカラダの幸年期 宮原　富士子 ①H27.11.28②H27.12.5③H27.12.12 3

地域のチカラ講座 「自分ともっと仲よくなるための」母と娘の月経教室　～女の子のココロのこと、カラダのこと～ 植松　厚子 H28.3.6 3

２０１５男女平等推進フォーラム講演会 講演会「くらたま流 愛のカタチ～大切な人との関係の見直し～」 倉田　真由美 H27.9.27 3

墨 田 区 意見交換会 「町会・自治会における女性の参画について」 なし H27.11.25 1

ワーク・ライフ・バランスセミナー（企業向け） 「知って得する！？ワークライフバランスのお話」 袴塚　和彦、小菅　崇行 H27.10.7 1・2

子育てママへの支援【全３回】 第１回　家族で子育てマル秘テク、第２回　ママが知りたい社会保障制度　　第３回　ストレス解消！ヨガ教室
第１回　高祖恒子　第２回　新田香織
第３回　天咲　千華

Ｈ27.10.16、23,30 1

すずかけ大学【全8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活躍する人材育成
善養寺　ススム、根岸　美佳、新田　香織、伊
藤　節、田中　冨久子、水野　順子

H27.5.15～H27.7.10(9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　“モーツァルトのアイネクライネナハトムジークで踊ろう！”
〈新日本フィル〉吉鶴　洋一、今井　香奈、柏木　か
さね、太田　陽子　　〈ダンス〉　田畑　真希

H27.8.25 3

すずかけまつり 講演、登録団体による舞台・展示発表 コウ　ケンテツ H27.9.26 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 52
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10　講演会・講座等の状況(27年度実績）

（墨田区つづき） すずかけ女子大学（デートDV予防啓発講座）
大学生がインターシップで考えた企画。恋愛をテーマに自己分析やグループワーク、講演を通してキャリアプランや
デートDVについて学ぶ

橋本　明子、企画進行：武蔵野大学インター
シップ

Ｈ28..3.12 3

すみだパパスクール【全3回】
第１回絵本とバルーンで家族で遊ぼう　　第２回パパのワーク・ライフ・バランス＆子どもとのコミュニケーション　　第
３回ママとのパートナーシップ

第１回　宮崎　洋平、佐久間　修一　第２回
橘　信吾　第３回　高祖　常子

H27.11.8、16、29 1・2

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～  パネル展示 － H27.11.12～25 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 　「タオルでうさぎをつくろう！」 講座委員 Ｈ27.11.6、20 3

女性のための再就職支援セミナー ココだけ押さえれば大丈夫！私らしく働くための自己理解と仕事の探し方 河野　千鶴子 H27.11.19 1

第11回朗読会（すみだ録音グループ『声』共催） 朗読 すみだ録音グループ『声』 H27.12.5 3

男の生き方セミナー【全2回】 ①定年後の選択肢　　②幸せのレシピづくり 土堤内　昭雄 H28.2.5、12 1・2

運営委員会企画運営講座 ウォーキングで防災ドリル 運営委員 H27.11.28 1・2

女性の防災行動力向上講座
女性の防災行動力の向上と防災対策に男女共同参画の視点を持った人材を育成することを目的として、地域の住
民防災組織の女性会員を対象とした講座

浅野　幸子
H27.6.24・7.1／H27.6.25・7.2

(2日間で2回）
1

女性のためのココロ元気講座（DV予防啓発講座） 「自分を護る！ココロ構え」、郷本直也さんの朗読会 橋本　明子　　郷本　直也 H27.8.29 1・2

交流サロン『川柳で語ろう「女のホンネ☆男のホンネ」』 日頃、思っていることを川柳に託し、楽しく明るく前向きに生きていく知恵を見つける 情報資料委員会 H28.2.26 1・2

女性センター開館25周年記念シンポジウム 輝きながら走り続ける秘訣～東京オリンピック・パラリンピックに向けて～ 増田　明美 H28.3.3 1・2

女性のための再就職準備講座 パーソナルカラーを学んで　私のいい所さがし！ 笹野　かよ H28.2.2 1

働く女性の応援セミナー【全３回】 第１回　百人一首から知る女性のキャリア　　第２回　幸せなキャリア　第３回　カラーコーディネート教室 堀江　宏樹、　山岡　正子、　都外川　八恵 H28.2.13、20、.27 1・2

女性センター出前講座「デートDV予防啓発講座」 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 H28.3.7、23 2

江 東 区 江東区パルカレッジ ココロの芽を育てる自分磨き時間
井原　真子、千金亭　値千金、佐光　紀子、
加藤　秀一、谷岡　理香、加藤　千恵

H27.9.3～10.29（7回） 1・2

パルカレッジ ステップアップ支援セミナー 講座「親しい関係での暴力はなぜ起きるのでしょうか」（企画・運営：パルカレッジ第22期修了生 ＤＶグループ2名） 角田　由紀子 H27.6.7 3

男女共同参画学習講座（男女共同参画意識啓発） セクシュアルマイノリティを考える　～ダブルハッピネス つらさが２倍なら楽しさも２倍～ 杉山　文野 H27.10.24 3

男女共同参画学習講座（家庭における男女平等教育） 【出前】幼稚園保護者向けジェンダー 井原　真子 H27.11.27 1・2

男女共同参画学習講座（生涯を通じた健康支援） スッキリ目覚める快眠講座 内海　裕子 H27.2.19 3

男女共同参画学習講座（性と生殖に関する健康） 思春期の心を親子関係から考える保護者向け「思春期」講座 野口　洋一 H27.9.16 3

男女共同参画学習講座（女性の再就職支援） 再就職応援シリーズ講座①再就職へのはじめの一歩！ 高祖　常子 H27.9.27 3

男女共同参画学習講座（女性の再就職支援） 再就職応援シリーズ講座②どう働く？103万円・130万円の壁 新田　香織 H27.10.25 3

男女共同参画学習講座（女性の再就職支援） 再就職応援シリーズ講座③ママの再就職準備セミナー 荻野　智美 H28.2.18、2.25（２日間） 3

男女共同参画学習講座（女性の起業支援） 起業を目指す女性へ　はじめの一歩起業セミナー 大江　栄 H28.2.27、3.5、3.12（３日間） 3

男女共同参画学習講座（職場の男女共同参画） 女性の活力で会社力アップ！！　～潜在労働力は企業成長のカギ～ 二瓶　美紀子 H28.3.27 3

男女共同参画学習講座（男性向け料理講座） 男の厨房（前期入門コース） 小山　朝子 H27.4.26、5.10、5.24（３日間） 3

男女共同参画学習講座（男性の介護への参加促進） ケアメン講座～男性が家族を介護するということ～ 津止　正敏 H27.10.3 3

男女共同参画学習講座（男性の学習の場） 人生の新たなステージを考える　スターティング・ノート 吉岡　俊介 H27.12.12 3

男女共同参画学習講座（男性の育児への参加促進） 子育てパパのハッピーコミュニケーション講座 堀込　泰三 H28.1.30、2.6、2.13（３日間） 3

男女共同参画学習講座（女性の視点を入れた防災） こうとう防災学びの場～江東の地震対策と食の備え～ 第１回　杉本　勝　　　第２回　松野　三砂子 第１回 H27.9.26　　第２回 H27.10.3 3

男女共同参画学習講座（女性リーダーの育成） チーム力を高める！わたしと仲間の活かし方 藤田　潮 H27.12.12、12.19（２日間） 3

男女共同参画学習講座（仕事と介護の両立支援） 仕事と介護の両立～いざという時、その前に～ 池田　直子 H27.9.5 3

男女共同参画学習講座（ワーク・ライフ・バランス） ～伝わらない！？を伝わる！に～説明力アップ講座 池田　絵里 H28.3.19、3.26（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 53
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10　講演会・講座等の状況(27年度実績）

（江東区つづき） 男女共同参画学習講座（仕事と育児の両立支援） 働くママとパパの応援講座 親子でイキイキ保育園ライフ 普光院　亜紀 H27.11.7 3

男女共同参画学習講座（仕事と介護の両立支援） 傾聴講座～聴いて寄り添うことから始めよう～ 荒木　美都子、峯崎　のり子 H28.3.19 3

男女共同参画学習講座（仕事と介護の両立支援） 介護のイライラ解消講座～怒りの感情を上手にコントロールしよう～ 澤田　忍 H28.3.26 3

男女共同参画学習講座（DV被害者支援） 傷ついた心のケア講座～もう一度私らしく～ 西山　さつき H27.4.19 3

男女共同参画学習講座（DV被害者支援） 女性のための自己表現トレーニング 松田　知恵 H27.8.1、8.8（２日間） 3

男女共同参画学習講座（被害者の自立支援） 子育て期の女性のための離婚の法律知識 江上　千恵子 H28.1.16 3

男女共同参画学習講座（DVの未然防止） 【出前】デートDV防止啓発講座（大学教職員向け） 吉祥　眞佐緒 H27.12.10 1・2

男女共同参画学習講座（セクシュアル・ハラスメント等の防止） 女性のための防犯護身術講座 豊満　テレサ H27.7.26 3

男女共同参画学習講座（性暴力等の防止） スマホデビューの前に親子で学ぶ携帯・スマホ・ネットのルール 岡崎　泰明 H28.2.27 3

関係者向け講演会（女性に対する暴力問題連絡会議主催） 法テラス東京と法テラス東京法律事務所～その違いと利用方法 馬場　真由子　　近岡美由紀 H27.10.29 4

関係者向け勉強会（女性に対する暴力問題連絡会議主催） 高齢者DVの実際とより良い支援と連携について 川端　伸子 H28.2.29 4

品 川 区 男女共同参画啓発講座 ママのおしゃべりＣafe 別府　明子 H27.5.19～6.9（4日間） 1・2

男女共同参画啓発講座 おやこ応急手当講座 品川消防署員 H27.6.6 1・2

男女共同参画啓発講座 よりよい人間関係を結ぶためのコミュニケーション術 小柳　茂子 H27.10.2、H27.10.9 1・2

男女共同参画啓発講座 シェイクスピア　エリザベス朝の劇場文化 門野　泉 Ｈ27.10.13、H27.12.20 1・2

男女共同参画啓発講座 身近でやさしい法律講座（相続） 亀井時子 H27.11.27 1・2

男女共同参画啓発講座 傾聴講座 別府　明子 H27.12.3、H27.12.10 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 H28.2.16～H28.3.1（3日間） 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「煌く人生のための魅力発見」 結木　利奈 H27.9.2、H27.9.9 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「声磨きで自分磨き」 結木　利奈 H28.3.10、H28.3.17 1・2

ＤＶ啓発講座 ＤＶ講座 佐藤　香 H28.1.27 4

ＤＶ啓発講座 ＤＶ講座 佐藤　香 H28.2.3 1・2

デートＤＶ出前講座 デートＤＶ講座 佐藤　香 H27.4.9 2

デートＤＶ出前講座 デートＤＶ講座 佐藤　香 H27.5.25 2

デートＤＶ出前講座 デートＤＶ講座 佐藤　香 H27.12.13 1

女性の活躍支援講座 子育て女性向けセミナー in 大井町 東京しごとセンター H27.12.15 3

女性の活躍支援講座 パパもママもワーク・ライフ・バランス 杉山　錠士 H28.2.21 1・2

男女共同参画推進フォーラム はじめてみよう　Win Win　　～認める＋伝える＝幸せの共有～ 上野　恭子 H27.11.14 3

目 黒 区 連続講座 女性のための護身術と護心術～“基礎からステップアップまで！” 橋本 明子 H27.11.7/8 3

単発講座 女性のための健康推進講座「知って今日から健康美人」 福島　富士子 H27.6.27 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、樋口裕子 H27.7.15 1

単発講座 パパと子どものチャレンジ講座～「うどんづくり」 石毛　妙子 H27.8.31 1

単発講座 ワーク・ライフ・バランス講座「中小企業の経営戦略～WLBがもたらすもの～」 新田　香織 H27.8.29 1

単発講座 教養講座「フェイスストレッチングの基本から２」 烏田　明代 H27.9.11 3

単発講座 地域安全力アップ講座「みんなで育む地域の安全力」 武田　信彦 H27.11.15 3

単発講座 女性の就労支援講座「再就職準備セミナー」 植草　真理子 H28.1.15 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 54
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（目黒区つづき） 単発講座 センター運営委員会企画講座「LGBTって何だろう？」 特定非営利法人ReBit理事　山下　昴 H28.1.30 3

単発講座 教養講座「文化人類学から考える地球上の家族の多様性」 奥野　克巳 H28.2.3 3

単発講座 女性のキャリアアップ講座「かしこく時間をうみだす手帳術」 髙田　靖子 H28.3.4 1

単発講座 デートＤＶ防止出張講座「中学生向け人権教育プログラム」 阿部　真紀 H28.3.7 1

男女平等フォーラム2015 映画上映と講演会　映画「うまれる　ずっと、いっしょ。」 豪田　トモ H27.11.7 3

大 田 区 映画会 「人生、いろどり」 H27.12.5 1・2

講演会 落合恵子さんが語る「恋と結婚」男女をめぐる人生案内の歴史30年 落合恵子 H27.6.27 3

企業向け講演会 企業向けワーク・ライフ・バランス講演会　今こそ考えよう！優秀な人材の定着を目指して 新田香織 H28.2.1 1

男女共同参画推進講座 男の生き方塾　～退職後の生きがいがきっと見つかる！～ 土堤内昭男、星谷英治、宮野貴徳 Ｈ27.10.9～11.5（5日間） 1・2

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～人気のベビーダンスと親子遊びを覚えてイクメンデビュー～ 田中由美子、塚越学、古澤里美 Ｈ27.4.12～5.10（3日間） 1・2

男女共同参画推進講座 夏休み！パパといっしょにワクワク体験 神みよ子、野中勝利 H27.7.26、H27.8.2 1・2

男女共同参画推進講座 女の生き方塾　～女の節目につまづかないために～ 山口文代、折井純 Ｈ27.10.8～11.5（5日間） 1・2

男女共同参画推進講座 三味線弾きがたり「わたしの人生、節目で決める！ありのままでLET　IT GO♪」 杉田弥生 H27.10.29 1・2

男女共同参画推進講座 子育て中のあなたに贈る　ココロが笑顔になるマジカル・レッスン
田中純子、加藤千恵、西山さつき、渡辺真由
子

Ｈ27.10.6～12.13（8日間） 1・2

男女共同参画推進講座 もっと笑顔になる　僕らの生き方仕事の仕方 田中俊之 H27.12.13 1・2

男女共同参画推進講座 首都直下型地震に備えて　3.11の避難所責任者が語るいのちをまもる防災力 天野和彦 H28.3.26 1・2

男女共同参画推進講座 半歩先行く女性のリーダー塾～Womanのチカラが地域を変える～
小林京子、中野洋恵、東香織、皆川満寿美、
岡智子

Ｈ27.5.19～6.27（8日間） 1・2

男女共同参画推進講座 DV防止支援者セミナー～加害者にも被害者にもしないために～ 竹内由紀子、宗像美由 H27.12.5 1・2

男女共同参画推進講座 働きたいママのための再チャレンジ応援ナビ 岡智子、古澤里美 H27.6.25 1・2

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　すぐ役立つ！お仕事復活ナビ
～仕事で役立つ基本的なPC操作と就職活動のコツを無料で学ぶ４日間～

飯島園美、岡智子 H27.7.13～16（4日間） 1・2

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　～先輩から学ぶ職場復帰のコツと働き続けるヒント～
古澤里美、池田和嘉子、塚越学、岡智子、下
田英樹

H27.11.9～30（4日間） 1・2

男女共同参画推進講座 子ども・離婚・DVにまつわる基礎講座　～ワタシと子どもを守るために大切なコト～
矢島秀樹、橋本初江、馬場望、和田秀幸、樋
口裕子、吉祥眞佐緒

Ｈ28.1.14～2.9（3日間） 1・2

世 田 谷 区 関係者及び職員研修 DV被害者支援者研修会 丸山聖子 H28.2.29 3

職員研修 DV職員研修 西山　さつき H27.11.2 4

職員研修 男女共同参画職員研修 太田差惠子 H28.2.3 4

男女共同参画講座 大学生のためのデートDVファシリテーター養成講座 阪口さゆみ Ｈ27.4.21～Ｈ28.2.23(6日間） 3

男女共同参画講座
学校出前講座
デートDV防止

瀧田信之 H27.6.2 2

男女共同参画講座
学校出前講座
デートDV防止

草加智子、阪口さゆみ H27.9.3～H27.9.28(6日間） 2

男女共同参画講座
学校出前講座
デートDV防止

西山　さつき H27.12.14 2

男女共同参画講座
学校出前講座
デートDＶ防止

堤　暢子、斉藤薫 H27.12.21 2

男女共同参画講座
学校出前講座
デートDV防止

瀧田信之 H28.1.26 2

男女共同参画講座
学校出前講座
デートDV防止

阪口さゆみ H28.2.29 2

男女共同参画講座
学校出前講座
男女共同参画

阪口さゆみ H28.3.3 2

男女共同参画講座
学校出前講座
デートDV防止

阪口さゆみ H28.3.7 2
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（ 世 田 谷 区 つ づ き ） 男女共同参画講座
学校出前講座
デートDV防止

阪口さゆみ H28.3.10 2

男女共同参画講座
学校出前講座
デートDV防止

阪口さゆみ H28.3.11 2

男女共同参画講座
学校出前講座
デートDV防止

阪口さゆみ H28.3.14 2

男女共同参画講座 災害・防災と女性の視点講座　家族で守る、地域で守る。みんなで学ぶ防災実践講座 坂倉嘉余子、あんどうりす H27.9.26 3

区民企画協働講座 区民企画協働事業　パートナーとの関係に悩むあなたへ 佐光正子、坂本照子、花崎晶、山崎新 H27.10.10、H27.10.31 3

区民企画協働講座 区民企画協働事業　セクシュアルマイノリティと地域をつなぐ交差点
薬師実芳、平山祐三、ＮＰＯ法人レインボーコ
ミュニティスタッフ、大賀一樹

H27.9.12～H28.2.13(6日間） 3

区民企画協働講座 区民企画協働事業　がーるず・えんぱわめんと講座～わたしは大事 瀬川愛葵、森山奈央美、 H27.12.13 3

区民企画協働講座 区民企画協働事業　50歳からの私の人生＋キャリアを考える！私の今を自分らしい未来につなぐために・・・ 西村明希子、松岡澄江 H28.2.28、H28.3.5 3

男女共同参画講座 らぷらすフェスタ H27.6.28 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

H27.5.9～H28.3.12(6日間） 3

男女共同参画講座 しもきたパパ・バギーの日（年間3回） 菊池真由美、松田妙子、石山恭子 H27.5.30～H27.10.17(3日間） 3

男女共同参画講座 出張しもきたパパ・バギーの日(年間3回）
劇団みるき～うぇい、菊池真由美、越川子枝
子

H27.11.7～H28.1.24 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 H27.7.18～H27.7.31(3日間） 3

男女共同参画講座 シネマdeりらっくす - H27.6.4～H27.10.25(3日間） 3

男女共同参画講座 女性のためのニットカフェ 齋藤美樹 H27.5.14～H28.3.10(6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2015　起業ミニメッセ H27.11.7～H27.11.8(2日間） 3

男女共同参画講座 女性起業家のためのステップアップ講座 金網潤、林ひろ子 H28.1.22 3

渋 谷 区 男女平等・多様性社会推進講座 多様性社会の推進のために　～多様な性の理解に向けて～ 原 ミナ汰、杉山 文野 H27.5.28 3

男女平等・多様性社会推進講座 ジェンダーってなに？「らしさ」にとらわれない生き方 加藤 千恵 H27.8.5 3

男女平等・多様性社会推進講座 LGBTってなに？～さまざまな性の理解～ 加藤 秀一 H27.9.2 3

男女平等・多様性社会推進講座 セクシュアル・マイノリティの抱える生活課題 杉浦 郁子 H27.10.28 3

男女平等・多様性社会推進講座 意外と身近？DVを知ろう（全2回）　第1回：それってDVじゃない？ 西山 さつき H27.11.18 3

男女平等・多様性社会推進講座 意外と身近？DVを知ろう（全2回）　第2回：DVからの解放　～支配から尊重へ～ 戒能 民江 H27.12.4 3

男女平等・多様性社会推進講座 知っていますか？息子・娘のSNS社会 渡辺 真由子 H28.1.21 3

男女平等・多様性社会推進講座 「居場所」のない男、「時間」のない女 水無田 気流 H28.2.3 3

コミュニティ・スペース にじのわカフェ　性的マイノリティの未来を描こう 原 ミナ汰 H28.3.19 3

中 野 区 男女共同参画に関する講座 防災講座　「区政課題研修　避難所運営で何が大切なのか」 浅野　幸子 H27.11.18 4

ワーク・ライフ・バランスの推進事業 女性活躍推進法成立！（2016年4月施行）企業利益に直結！これからの経営術 油井　文江 H27.10.22 3

ワーク・ライフ・バランスの推進事業 企業活力アップセミナー「私はこれで成功した！～多様な働き方を実践した事業主に聞く～」 大越　賢治、土肥　賢一 H28.3.9 3

女性の再就職セミナー ここだけ押さえれば大丈夫！私らしく働くための自己理解と仕事の探し方 河野　千鶴子 H28.1.27 3

女性の再就職セミナー 女性再就職サポートプログラム　ブランクがあっても大丈夫！再就職はじめの一歩コース 中村　秀子　他 H28.2.22～26 3

女性のための暴力防止講座 「ノー」と言える、私でありたい～女性の体と心を守る護身プログラム～ 森山　奈央美 H27.11.25 3

デートDV出前講座 わたしも大事、あなたも大事 森山　奈央美 H28.9.12 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 56
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杉 並 区 男女平等推進センター講座 杉並にゆかりの女性シリーズ12 吉見　周子 H27.9.26、H27.10.17 1・2

男女平等推進センター講座 自分らしい働き方セミナー 堤　香苗・佐手みどり H27.9.1、H27.9.15、H27.9.25 1・2

男女平等推進センター講座 防災・減災講座　女性・男性　みんなの視点で 浅野　幸子 H27.12.5 1・2

男女平等推進センター講座 すぎなみパパの学び場 川島　高之・朝日　健太郎・高祖　常子 H27.11.29、H27.12.12、H28.1.24 1・2

男女平等推進センター講座 これからの人生を自分らしく生きる！ 高畠　克子 H27.10.8、H27.11.5、H27.12.3 1・2

事業主向け均等法セミナー 今求められている女性の活躍推進 坂爪洋美 H27.6.26 1・2

豊 島 区
エポック10エンパワーメント講座2015
「わたしの夢への第1歩！～女性のための起業塾・実践編～」[全
4回]

[第1回]起業の基本・ポイントを学ぶ 大江　栄 H27.5.8 3

[第2回]起業にともなう資金計画の立て方、売上・利益計画 大江　栄 H27.5.15 3

[第3回]事業プランを完成させ、起業の夢のお披露目会を行う 大江　栄 H27.5.22 3

[第4回]先輩起業家に聴いてみよう！（交流会） 福澤　笙子、森本　智子 H27.5.29 3

エポック10区民企画運営講座 「表情から知ろう家族の気持ち　こころに触れるEQワークショップ～」 四元　千佐子、功能　知子 H27.10.25 3

デートＤＶ予防教室 若年層へのＤＶ予防教育（区立中学生対象） 委託事業者 Ｈ27.10.7～H28.3.10（全8校9回） 2

エポック10おとなの総合学習 「男性の生き方、からだとこころ～専門家に聴く～」 藤崎　康彦、大橋　正和 H28.3.19 3

専門相談講座 ①法律　「離婚にまつわる法律の基礎知識」 紙子　達子 H27.11.25 3

②DV　「知っているようで知らないDV」 吉祥　眞佐緒 H27.11.26 3

共催事業 ①ドキュメンタリー映画「何を怖れる　フェミニズムを生きた女たち」上映会 ― H27.4.18 3

②立教大学×ベネッセ×豊島区「マナmamaカレッジ100人会議」 ― H27.7.19 3

③女性再就職サポートプログラム（地域型）in池袋「ブランクがあっても大丈夫！再就職はじめの一歩コース」 ― Ｈ27.8.26～9.2（全5回） 3

④よりよい関係をつくるヒントは、あなたの中にある！対人援助に携る人のためのスキルアップ＆セルフケア講座」 ― H27.8.30 3

⑤「こころのケア講座」 ― H27.9.11 3

⑥「大人のためのパネルシアター　すてきなママになるための聞く、話すのコツ」 久保まゆみ H27.10.6 3

⑦2015豊島区がん検診受診 ― H27.11.1 3

⑧「思春期の子供の世界第12回～大人になる葛藤と自尊感情の成熟」 石川　憲彦 H27.11.21 3

⑨みんなで踊ろう！Break the chain　in池袋 ―
ダンス練習：H27.11.4、11.13（全2回）

イベント：Ｈ27.11.13（全2回）
3

⑩「親子で学ぶ自然観察」 ― H27.11.29 3

⑪「ありのままに生きる　その素晴らしさを子どもたちに」 山下　敏雅 H27.12.9 3

⑫「犯罪被害者主観行事　一緒に考えよう私たちにできること」 大藪　順子 H27.12.18 3

⑬「親子であそぼう」 H28.2.28 3

⑭「145ヵ国中101位！日本でジェンダー平等が遅れているって本当？！」 H28.3.3 3

後援事業 ①立教大学×ベネッセ「WATASHIカレッジ」育休復帰準備完璧１Day講座 萩原なつ子 H28.3.5 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 ― Ｈ27.4.23～H28.3.24（全12回） 3

男女共同参画週間（エポック10フェスタ2015） 「輝いて女
ヒト

と男
ヒト

　つながる　話
ハナ

す　認
ミト

め合
ア

う」　19講座 開催、イベント、展示 ― Ｈ27.6.12～14（展示4.25～6.30） 3

男女共同参画都市宣言記念週間講演会・パネル展示 『草食男子のほんとのトコロ』 深澤　真紀 Ｈ28.2.13（展示1.4～1.31） 3

としまWLBネットワークミーティング
①区内企業によるミーティング
②交流会

― H27.7.21 1・2

としま100人社長会
「働きたい人がみんないきいきと働ける」ための方策、企業にとってのワーク・ライフ・バランスのプラス効果を話し合
う

加藤、香佳子、萩原　なつ子 H27.10.20 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 57
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(豊島区つづき）
人生を楽しもう！ワーク・ライフ・ソーシャルの充実
―多様な時代を楽しく生きる！ワーク・ライフ・バランスフォーラム
―

①基調講演
②参加者による交流会

川島　高之 H28.3.4 3

職員研修 DV被害者対応マニュアル説明会 ― H27.6.26 4

「防災」～女性・高齢者・障がい者等の視点を取り入れた避難所開設・運営～ 浅野　幸子 H28.1.25 4

職務関係者研修 「関係機関の連携の重要性」 吉祥　眞佐緒 H27.6.26 4

「DV支援に関する警察の取り組み」 戸松　弘次郎 H27.7.23 4

「加害者プログラムについて」 吉祥　眞佐緒 H27.11.9 4

北 区 北区男女共同参画週間 生きづらさの処方せん  香山リカ H27.6.21 3

北区男女共同参画週間 男女共同参画について、考えてみよう！話してみよう！～ひとりひとりができること～　2回連続 太田啓子・角田尚子 ①H27.6.27②H27.7.4 3

北区男女共同参画週間 映画・ミニ講演「ハンナ・アーレント」 河野貴代美 H27.6.28 3

北区さんかく大学 スポーツウーマンもう一つの戦い 三ツ谷洋子 H27.10.11 3

北区さんかく大学 身体表現における美とジェンダー 梅谷千代子 H27.10.18 3

北区さんかく大学 スポーツにおける女性の歴史とジェンダー 北田和美 H27.11.8 3

北区さんかく大学 私とスポーツ・オリンピック 樋口恵子 H27.11.15 3

北区さんかく大学 第５回まとめのワークショップ 笹川あゆみ H27.11.29 3

女性の活躍推進応援塾 キャリアアップセミナーPartⅠ～あなたの人生の宝物を発掘しよう～ 野澤令子 H27.5.23 3

女性の活躍推進応援塾 仕事と家庭の両立を考える～育児・介護経験もプラスに変えて～ 福田積子 H27.5.30 3

女性の活躍推進応援塾 リーダーシップセミナー　～リーダー力はコミュニケーションアップから～ 石川邦子 H27.6.6 3

女性の活躍推進応援塾 キャリアアップセミナーPartⅡ　～あなたの宝物で描くこれからのキャリア～ 福田積子 H27.6.13 3

女性の活躍推進応援塾 やりたいことはなに？おしゃべりからアイディアを生む方法！ 川口佐和子・溝口暁美 H27.9.5 3

女性の活躍推進応援塾 起業の「？」を解決しちゃおう　お金、届け出の知識/売れる商品とは！ 川口佐和子・溝口暁美 H27.9.12 3

女性の活躍推進応援塾 実現するための第一歩　いつから、なにをする？プランを作成して発表しよう 川口佐和子・溝口暁美 H27.9.19 3

センター主催講座 映画『アルバート氏の人生』上映会 H27.4.18 3

センター主催講座 多様な働き方を考える～ワーク・ライフ・バランスを推進するために～ 今野浩一郎 H27.7.8 3

センター主催講座 男性のためのコミュニケーション　スキルアップ講座　2回連続 秋元紳司 ①H27.7.26②H27.8.2 3

センター主催講座 女性のための再就職支援講座 西本竜子・坂井ナオミ・小林智宏 ①H27.10.6②H27.10.8③H27.10.9 3

センター主催講座 DV理解基礎講座　家庭モラル・ハラスメント　～夫の不機嫌に震える人たち～ 熊谷早智子 H27.11.21 3

センター主催講座 大人のための片づけ上手講座～らくらく整理収納術～ 渡部亜矢 H27.12.3 3

センター主催講座 男女共同参画の視点から災害復興を考える～東日本大震災被災者支援から見えてきたこと～ 平賀圭子・青木幸子・田中恵美子・田中早苗・和田涼子 H27.12.19 3

センター主催講座 きらめく女性が大切にする３つのこと 倉島麻帆 H28.1.16 3

センター主催講座 人権啓発講座「人権を考える～性暴力被害者支援の現場から～」 中野宏美 H28.2.28 3

協働事業 思春期の子どもを持つ親は知っておきたい「生きるための心の教育」～いのち・こころ・性～ Green Heart H27.7.11 3

協働事業 パパのヤル気スイッチ応援！ベビーとパパのふれあい講座 北田理道・雪野由香 ①H28.1.17②H28.1.23 3

協働事業 子どもの自信とやる気を引き出す接し方～家庭で育む勇気づけの子育て～ 百瀬敬子・筧　伯子 ①H28.2.20②H28.2.27 3

協働事業 「貧困」と「セクシュアル・マイノリティ」を考える 濱中　洋平 H28.3.19 3

出前講座 デートDVについて 西山さつき ①H28.3.4②H28.3.15 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 58
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（ 北 区 つ づ き ） 職員研修 押さえておきたいワーク・ライフ・バランスのツボ～仕事と育児の両立実践法～ 小崎恭弘 H28.3.3 4

荒 川 区 男女共同参画講演会（男女共同参画週間事業） 東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会と”女性のチカラ”
東京都オリンピック・パラリンピック準備局　施
設調整担当部長　小室明子

H27.6.27 1・2

男女共同参画推進講座 DV被害の支援者養成講座「DVとデートＤＶの予防啓発について知る」 NPO法人ネットSaya-Saya　河西ひとみ H27.11.4 1・2

男女共同参画推進講座 DV被害の支援者養成講座（初級編）「DVについて知る～私たちが地域でできること」 NPO法人ネットSaya-Saya　松本和子 H27.12.4 1・2

男女共同参画推進講座
「あらかわパパスクール」inアクト２１
”ちょい抱き”から始めよう！　愛情ホルモン「オキシトシン」の効果

桜美林大学教授　山口創 H27.11.28 1・2

男女共同参画推進講座
「あらかわパパスクール」inアクト２１
親子も夫婦もコミュニケーション！　驚異の実践力「エニアグラム」を体感

日本エニアグラム学会理事　内田智代 H27.12.5 1・2

男女共同参画推進講座
「あらかわパパスクール」inアクト２１
初めてパパの危機管理入門！　「もしもの時」にできること

NPO法人孫育て・ニッポン理事長　棒田明子 H27.12.12 1・2

男女共同参画推進講座
「あらかわパパスクール」inアクト２１
イクメンカフェで話そう！　作って・食べて・話して満足

NPO法人彩の子ネットワーク理事　石原香代
子

H27.12.19 1・2

男女共同参画推進講座 私をもっと好きになる”輝くための”３ステップ！ キャリアコンサルタント　竹内康代 H28.2.4～H27.2.25（３回） 1・2

アクト２１交流のつどいワークショップ 春のお花でブーケ作り 瀬田広江 H28.3.5 1・2

アクト２１交流のつどいワークショップ アロマでスプレー作り 針生麻佑子 H28.3.5 1・2

男女共同参画推進講座 子育て女性向けセミナー「子育てしながら私も働ける！働くための準備について考えましょう」 東京しごとセンターキャリアカウンセラー H28.3.23 1・2

板 橋 区 第16回いたばし男女平等フォーラム 基調講演「完璧オンナを目指さない～変化する男らしさ、女らしさ～」　、ミニコンサート
コラムニスト、淑徳大学人文学部客員教授
深澤 真紀

H27.11.7 3

男女平等参画セミナー ①ＤＶ防止セミナー「親が知らない子どもの恋愛事情」
吉祥眞佐緒（「アウェア」デートDV プログラム
ファシリテーター）

H27.11.21 1・2

男女平等参画セミナー ②男性応援講座「パパやおじいちゃんといっしょに！楽しい料理教室」
菅谷洋子（栄養士／クッキングデモンストレー
ター）

H28.2.27 1・2

女性のための起業家入門講座 講義「創業の基本」女性起業家の起業体験談・事業計画書の作成体験
企業活性化ｾﾝﾀｰ所長　中嶋　修
印象の輝き研究オフィスＡ＆Ｙ２代表
田中由子

H27.9.5 1・2

女性のための起業家入門講座 女性起業家の起業体験談・ロールモデルカフェ・参加者交流会

企業活性化ｾﾝﾀｰ所長　中嶋　修
印象の輝き研究オフィスＡ＆Ｙ２代表
田中由子
今野輝子（カフェ８月のライオン経営者）

H27.9.12 1・2

女性のための再就職支援セミナー ①自分を知る・多様な働き方を知る 錦戸かおり（がんばれ工房） H27.9.4 1・2

女性のための再就職支援セミナー ②仕事の探し方・応募書類の書き方 錦戸かおり（がんばれ工房） H27.9.7 1・2

女性のための再就職支援セミナー ③印象アップの就活術～仕事に就くためのイメージアップ戦略～ 高橋加津恵（株式会社ＨＲＰ） H27.9.10 1・2

子育て女性向けセミナー 子育てしながら私も働ける？～働くための準備について考えましょう～ 東京しごとセンターキャリアコンサルタント H28.2.25 1・2

女性再就職サポートプログラム ブランクがあっても大丈夫！再就職はじめの一歩コース 東京しごとセンターキャリアコンサルタント H28.1.21～H28.1.28(全5回） 3

区民協働企画講座 戦後７０年を振り返り、未来へ！～男女平等の視点から～
武田万里子
（津田塾大学教授）

H27.12.12 1・2

区民協働企画講座 いきいきと颯爽と輝く私に　～もしもの時に、自分を守るコツ～
堤暢子
（特定非営利活動法人青い空－子ども・人
権・非暴力）

H28.1.16 1・2

区民協働企画講座
結婚・出産・転勤 　ピンチはチャンス！　家族と私のライフスタイルに合わせた、無理せず幸せな働き方を叶える3
つの魔法！

熊野薫
（株式会社えん・プロ代表取締役）

H28.3.19 1・2

いたばしアイカレッジ　前期
男女平等参画基礎講座
「戦後７０年、女と男の歴史と文化」

①近代の少女小説と社会～“少女”の誕生をめぐって～
②日本の家族と戦争～ジェンダーをすすめた戦時体制～
③描く女・描かれる女～美術とジェンダー入門編～
④実はたくさんいた女性作曲家～クラシック音楽の常識を覆しましょう～
⑤まちづくりにおける男女の役割～現在と未来　台東区谷中を事例として～

①伊藤　節・東京家政大学女性未来研究所
副所長
②樋口　恵子・東京家政大学女性未来研究
所長
③西山　千恵子・青山学院大学非常勤講師
④小林　緑・国立音楽大学名誉教授
⑤手嶋　尚人・東京家政大学造形表現学科
教授

H27.9.25～H27.10.29(全5回） 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 59
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10　講演会・講座等の状況(27年度実績）

（板橋区つづき）
いたばしアイカレッジ　後期
働く女性のためのエンパワーメント　もっと輝くわたしになろう！

①②分かりやすく相手に伝える！説明力アップ講座
③④働く女性のためのお金の教養講座～保険は？資産運用は？誰かに聞きたいお金のコト～
⑤ありがとうの気持ちを伝える「折り句」講座
⑥好感度アップ！働く女性のオフィスメイク術

①②池田絵里・一般社団法人教育コミュニ
ケーション協会
③④関谷聡恵・(株)ＦPwoman所属コンサルタ
ント
⑤MIKAKO・ポエムピクチャーアーティスト
⑥香瑠・トータルビューティーカウンセラー

H28.1.13～H28.2.24(全6回） 1・2

男女共同参画推進公開講座 大切な人を守る！防災力アップ講座
上園智美（防災士、名古屋大学減災連携研
究センター研究員）

H27.6.28 1・2

練 馬 区 男女共同参画問題講座 子育てママのイキイキ塾 キャリアカウンセラー　石田美枝子　他 H27.5.19～11.24（全10回） 1・2

男女共同参画問題講座 働くお母さん応援講座「子どもの料理教室とママのアロマ（香油）作り」 料理研究家　鈴木邦子　他 H27.6.28 1・2

男女共同参画問題講座 えーるキッズエンジョイサマー「お金と楽しく向き合う夏休み～遊んで学ぼうお金のイロハ」 ファイナンシャルプランナー　谷浩明 H27.8.1 1・2

男女共同参画問題講座 子育てママの就活作戦講座
ハローワーク池袋マザーズコーナー就職支援
ナビゲーター　高原多嘉子

H27.9.17 1・2

男女共同参画センターえーるフェスティバル 特別講演会「イクメン東大教授が語る『爆笑！女と男の社会学』」 東京大学教授　瀬地山角 H27.6.7 1・2

えーるスクエア2015

①映画上映会「世界の女性とUN Women」
②キッズ体操
③セルフ・ディフェンス講座
④子どもを暴力から守る「おとなワークショップ」
⑤講演会

②BPプロジェクト
③④⑤NPO法人青い空

H27.11.14、11.15 1・2

男女共同参画問題講座 筋道を立てて話すレッスン～ディベート体験講座 東京家政大学名誉教授　関根靖光 H27.6.19～7.31 1・2

男女共同参画問題講座 コミュニケーション講座～聞く・聴く・訊くレッスン キャリアコンサルタント　岩井奈保美 H27.7.9 1・2

男女共同参画問題講座 アンガーマネージメント講座「怒りのコントロール術を学び、活かす」
日本アンガーマネジメント協会公認ファシリ
テーター　高田しのぶ

H27.12.5 1・2

映画上映会 えーるシネサロン「そして父になる」 Ｈ27.5.22（全2回） 1・2

映画上映会 えーるシネサロン「人生、いろどり」 H27.9.12（全2回） 1・2

映画上映会 女性参政権獲得70周年記念上映会「女性たちはいかにして参政権を得たか」 H27.3.4（全2回） 1・2

男女共同参画問題講座 就職活動や地域活動をしている女性のためのエクセル基礎講座
MOSビジネススクールインストラクター　斉藤
弘子

H27.4.17～H28.1.22（全6回） 1・2

男女共同参画問題講座 就職活動や地域活動をしている女性のためのパワーポイント基礎講座 地域ITリーダーの会会員 H27.4.25～H28.1.23（全8回） 1・2

男女共同参画問題講座 働きたい女性のためのパソコンスキルアップ講座（ワード、エクセル） 地域ITリーダーの会会員 H27.7.28～12.4（全8回） 1・2

男女共同参画問題講座 女性のためのプチ起業講座「得意なこと、好きなことを仕事に」 中小企業診断士　古屋由美子 H27.10.3～10.24（全3回） 1・2

男女共同参画問題講座 就労支援講座「求人情報は人生を変える」
元リクルート・エグゼクティブプランナー　渡邉
嘉子

H27.11.28 1・2

男女共同参画問題講座 就労支援講座「知ってほしい労働条件チェックポイント」 特定社会保険労務士　八巻裕香 H28.1.23 1・2

男女共同参画問題講座 女性の再就職セミナー「本当の私を表すためのレッスン」 キャリアカウンセラー　堀江啓子 H28.1.29～2.12 1・2

男女共同参画問題講座 女性のためのフェイスブック活用講座 マイクロソフトオフィスマスター　長安透 H27.2.9、2.16 1・2

男女共同参画問題講座 シングルマザーの暮らし「のりきり術」
NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事
長　赤石千衣子 他

H28.1.31、2.7 1・2

男女共同参画問題講座 災害と女性～大地震！その時あなたは？
NPO法人災害福祉広域支援ネットワーク・サ
ンダーバード理事　高橋洋　他

H28.2.26 1・2

男女共同参画問題講座 シルバーライフ準備講座 行政書士　河内よしい　他 H27.12.8～12.22（全3回） 1・2

男女共同参画問題講座 家族のゆくえ～結婚・非婚・子ども 高岡法科大学準教授　谷口洋幸　他 H28.3.27 1・2

区民企画講座 パパと一緒に仲良しベビーダンス
日本ベビーダンス協会認定インストラクター
田端久美子

H27.6.14 1・2

区民企画講座 女性の働き方～今働いているあなたへ、これから働く方へ 弁護士　猿田佐世 H27.7.12 1・2

区民企画講座 親子ふれあいミニコンサート おとあーと研究室代表　藤川奈帆子　他 H27.7.25、8.1 1・2

区民企画講座 ウーマノミクス自分のために生きる 看護師　明智美澪　他 H27.9.26（全3回） 1・2

区民企画講座 チェルノブィリ28年目の子どもたちパートⅡ 独立メディアOur Planet-TV代表　白石草 H27.10.18 1・2

区民企画講座 赤ちゃん・子どもの健康～化学物質の影響
前東京都健康安全研究センター副参事研究
員　佐藤かな子

H27.10.25 1・2

男女共同参画問題講座 出前ミニ講座「男女共同参画センターえーるは、こんなところ」
男女共同参画センターえーる事業コーディ
ネーター　石﨑節子

H27.5.26～12.6（全9回） 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 60
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（練馬区つづき） 男女共同参画の集い・ねりまフォーラム2015
男女共同参画の集い・ねりまフォーラム2015
「すてきな奥さん」と前座修行

落語家　柳家小ゑん H27.10.17 3

企業・事業所向け男女共同参画セミナー 育児休業制度とこれからの時代に必要とされる男性の育児参加 特定社会保険労務士　大谷河之輔 H27.11.12 1

足 立 区 ワーク・ライフ・バランス講座 お父さんと一緒にお料理講座 菅谷 洋子 H27.6.20 3

ワーク・ライフ・バランス講座 あだちパパプロジェクト’15　① 佐久間 修一 H27.7.4 3

ワーク・ライフ・バランス講座 あだちパパプロジェクト’15　② 堀込 泰三 H27.7.18 3

ワーク・ライフ・バランス講座 働くあなたのための時間管理術① 池田 千恵 H27.10.17 3

ワーク・ライフ・バランス講座 働くあなたのための時間管理術② 池田 千恵 H27.10.31 3

ワーク・ライフ・バランス講座 説明力アップ① 池田　絵里 H27.12.5 3

ワーク・ライフ・バランス講座 説明力アップ② 池田　絵里 H27.12.12 3

ワーク・ライフ・バランス講座 お父さんと一緒にスキンタッチ 寺嶋　貴美江、橋野　佐代子 H27.2.13 3

DV防止啓発講座 最近よく聞くモラルハラスメントって？ 西山 さつき H27.5.21 3

DV防止啓発講座 自分の心・・・大切にしていますか？ 西山 さつき H27.9.29 3

DV防止啓発講座 女性のための離婚の法律知識（子育て期） 菊地 初音 H27.2.5 3

DV防止啓発講座 女性のための離婚の法律知識（中高年） 山崎 新 H27.2.10 3

子どもの貧困対策講座 親子クッキング　母親編 菅谷 洋子 H27.8.1 3

子どもの貧困対策講座 親子クッキング　父親編 菅谷 洋子 H27.8.16 3

子どもの貧困対策講座 親子クッキング　父親編 吉澤 晶子 H28.1.30 3

庁内連携講座 子育てサロンイベント講座（住区推進課） 河野　理 H27.8.29 3

庁内連携講座 愛情とDVの違いとは（花畑地域学習センター） 中川　浩子 H27.9.5 2

庁内連携講座 資格を生かして保育現場で働こう① 高祖 常子 H27.11.5 2

庁内連携講座 資格を生かして保育現場で働こう② 菊地 政隆 H27.11.19 3

庁内連携講座 イクメン講座（住区推進課・子サロ綾瀬） 山本　亜紀子 H27.11.23 3

庁内連携講座 イクメン講座（住区推進課・子サロ東保木間） 青木　享子 H27.2.20 3

女性団体支援（共催）
男と女のホンネでふぉーらむ　講演会
「これからの幸せのあり方－少子化・就職・結婚－」

石阪 督規 H27.6.27 3

女性団体支援（共催）
女性フェスティバル（全２日）　講演会
「衝撃から感謝へ－英子からの贈り物－」

岸本美惠子 H27.11.9 3

保育ボランティア講座 小児救急救命講習 足立消防署派遣講師 H28.3.18 1・2

職員研修 区職員向ＤＶ講座 西山 さつき H28.1.20 4

職員研修 区職員向ＷＬＢ講座 油井　文江 H28.2.12 4

区民企画講座 自立をめざした女性たち 山本 千恵 H27.10.3 2

区民企画講座 みんなで作ろうお花見ピザ 山田 玲子 H28.3.29 2

区民企画講座 カラーコミュニケーション 長澤　陽子 H27.3.12 3

区民企画講座 大切な心とからだを守るコツ 堤　暢子 H27.3.14 3

企業セミナー WLB経営改革セミナ－ 新田　香織 H27.7.15 3

企業セミナー マイナンバー対策セミナー 鴨田　和恵 H27.10.16 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 61
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（足立区つづき） 企業セミナー あだちメッセＷＬＢセミナー 中倉　誠二 H27.1.23 3

女性の居場所づくり おしゃべりサロン（絵本deサロン） 足立区男女参画プラザ　職員 H27.4.15 3

親子の居場所づくり 親子サロン（６月プレオープン） 足立区女性団体連合会会員 H27.6.25 3

親子の居場所づくり 親子サロン（７月①） 足立区女性団体連合会会員 H27.7.9 3

親子の居場所づくり 親子サロン（７月②） 足立区女性団体連合会会員 H27.7.23 3

親子の居場所づくり 親子サロン（８月①） 足立区女性団体連合会会員 H27.8.13 3

親子の居場所づくり 親子サロン（８月②） 足立区女性団体連合会会員 H27.8.27 3

親子の居場所づくり 親子サロン（９月①） 足立区女性団体連合会会員 H27.9.10 3

親子の居場所づくり 親子サロン（９月②） 足立区女性団体連合会会員 H27.9.24 3

親子の居場所づくり 親子サロン（10月①） 足立区女性団体連合会会員 H27.10.8 3

親子の居場所づくり 親子サロン（10月②） 足立区女性団体連合会会員 H27.10.29 3

親子の居場所づくり 親子サロン（11月①） 足立区女性団体連合会会員 H27.11.12 3

親子の居場所づくり 親子サロン（11月②） 足立区女性団体連合会会員 H27.11.26 3

親子の居場所づくり 親子サロン（11月③） 足立区女性団体連合会会員 H27.11.28 3

親子の居場所づくり 親子サロン（12月①） 足立区女性団体連合会会員 H27.12.10 3

親子の居場所づくり 親子サロン（12月②） 足立区女性団体連合会会員 H27.12.16 3

親子の居場所づくり 親子サロン（12月③） 足立区女性団体連合会会員 H27.12.24 3

親子の居場所づくり 親子サロン（1月①） 足立区女性団体連合会会員 H27.1.14 3

親子の居場所づくり 親子サロン（1月②） 足立区女性団体連合会会員 H27.1.28 3

親子の居場所づくり 親子サロン（2月①） 足立区女性団体連合会会員 H27.2.25 3

親子の居場所づくり 親子サロン（3月①） 足立区女性団体連合会会員 H27.3.10 3

親子の居場所づくり 親子サロン（3月②） 足立区女性団体連合会会員 H27.3.24 3

出前講座 認知症の方と上手に接するコツ 橋爪　敏彦 H27.6.23 1

出前講座 報連相セミナー 中冨 正好 H27.9.24 1

出前講座 保護者との信頼関係を築く良好なコミュニケーション作り 花崎　晶 H27.10.24 1

出前講座 仕事の時間管理術 中倉　誠二 H27.10.26 1

出前講座 仕事と生活を上手に両立しよう 池田　千恵 H27.10.27 1

出前講座 コミュニケーションスキルの基本 古川　はるこ H27.12.2 1

出前講座 アロマで子育てを楽しく 外尾　幸恵 H28.2.13 1・2

出前講座 介護離職ゼロを実効あるものにするために 小倉　絵里 H28.2.25 1・2

出前講座 子どもを対象にした料理講座の進め方 山田　玲子 H28.3.2 1・2

出前講座 デートDV(帝京科学大学) フェミニストセラピーなかまカウンセラー H27.6.26 2

出前講座 デートDV(足立学園高校) フェミニストセラピーなかまカウンセラー H27.12.14 2

出前講座 デートDV(足立東高校) フェミニストセラピーなかまカウンセラー H27.12.17 2

出前講座 デートDV(足立西高校) フェミニストセラピーなかまカウンセラー H27.12.22 2

出前講座 デートDV(区立第十三中学校) フェミニストセラピーなかまカウンセラー H27.3.14 2
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葛 飾 区 ワーク・ライフ・バランスに関する講座・講演会 お父さんと子どものわくわくセミナー「男性の生き方と働き方を見直す」 田中俊之 H27.7.19 3

ワーク・ライフ・バランスに関する講座・講演会 お父さんと子どものわくわくセミナー「子どもおやつ教室」 森永乳業（株）エムズキッチン H27.7.19 3

ワーク・ライフ・バランスに関する講座・講演会 「長寿社会にそなえる介護の戦略～親・つれあいのその時 太田差惠子 H28.2.6 3

ワーク・ライフ・バランスに関する講座・講演会 パパと一緒にクッキング「サンドウィッチパーティー！～おいしく、楽しく、セルフサンド～」 吉田光一他4名 H27.12.6

企業向けセミナー 「優秀な人材の定着をめざして～育児・介護休業制度の理解と運用～」 新田香織 H26.10.29 3

男性の家庭生活促進 ママとパパの愛情アップ講座「赤ちゃんとの遊び、ふれあい」 二瓶保、高橋冬乃、須藤裕子、瀬川晋嗣 H27,6,28,11.8 3

男性の家庭生活参画促進に関する普及・啓発 お父さんと子どものわくわくセミナー「父と子のロボット工作」 長濱峻介他5名 H27.7.19 3

再就職講座 「私らしく働くための自己理解と仕事の探し方」 河野千鶴子 H27.9.9 3

女性のためのしごと相談、
大学、ＮＰＯ等との交流・連携 「知ってよかった！パートで働くときの重要ポイント」 須田美貴 H27.7.8 3

若年層に向けた啓発 「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 H28.3.11 2

窓口職員等研修 「ＤＶ被害の現状と窓口対応について」 安藤由紀、丸山聖子 H27.11.11 4

DV被害者グループカウンセリング 「傷ついたこころのケア講座」 西山さつき H27.6.24,18,7.2 3

「性と生殖に関する健康と権利」に関する事業 ママとパパの愛情アップ講座「産後うつ予防と骨盤体操」 井出陽子 H27,6,28,11.8 3

男女共同参画講演会 草食男子はなぜ誤解されたのか「男らしさ、女らしさにとらわれない生き方」 深澤真紀 H28.3.4 3

男女平等に関する講座・講演会 「幸せなママになるレッスン」 石井クンツ昌子、田内しょうこ他 H28.1.15～3.11（5日間） 3

男女平等に関する講座・講演会 「働き女子のココロとカラダに効く講座 」 中川浩子、花崎晶 H27.10.24,31,11.7. 3

男女平等に関する講座・講演会 「もっと輝くオトナのオンナ」 矢内琴江、野田美穂子他 Ｈ27.11.27～H28.3.10（6日間） 3

男女平等に関する講座・講演会 多様な性と人権「セクシュアル・マイノリティを知ろうー性の多様性解読講座」【人権講座第4回】 原　ミナ汰、大賀一樹 H27.11.5 3

男女平等を進めるための教員研修 「らしさ」を考える～教育現場でのジェンダー 加藤千恵 H27.7.23 4

男女平等保育を進めるための保育士研修 保育士の心のケアー自分の心と体をお世話しよう 奥田弘美 H27.11.27 4

区民企画講座 いじめ防止教室 瀧田信之 H28.3.10 3

区民企画講座 「遊育を考える～遊びが何を育むか～」 北島尚志 H28.3.12 3

江 戸 川 区 「えどがわの女性」聞き書き研究会 定例会（12回） 樋口　政則 H27.4月～H28.3月 1・2

教職員人権教育研修 人権教育の推進 指導主事　大川　千章 H27.5.13 4

男性向け料理講座 男の料理講座 須磨江里子 H27.6.7 1・2

男女共同参画週間記念講演会 男女共同参画週間記念講演会　～仕事も家族もあきらめない生き方～ 佐々木　常夫 H27.6.21 3

ボランティアフェスティバル パープルリボン作り、昔語り 中野　ミツ H27.7.12 3

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

H27.7.16 1・2

ひとり親応援講座＆相談会 シングルマザーのための生活応援講座「しあわせ生活術」、「マネープラン」
しんぐるまざあず・フォーラム理事長　赤石千
衣子、大塚君江

H27.8.30, H27.9.6 1・2

ひとり親応援講座＆相談会 ほっとサロン しんぐるまざあず・フォーラム Ｈ27.10.25、Ｈ28.1.17 1・3

教職員初任者宿泊研修 男女平等参画教育の推進 国立女性教育会館　中光　理恵 H27.8.17 4

ワークライフバランス 私らしいワークライフバランス 春風亭　鹿の子 H27.10.4 1・2

デートＤＶ防止出前講座（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　栄田　千春 H27.11.28 1・2

ＤＶ防止週間パープルリボン活動 パープルリボンキルト展＆パープルリボンストラップ配布 － H27.11.16～11.20 3

女性史講座 清少納言と紫式部　二人はライバル？ 淑徳大学准教授　鈴木　織恵 H27.3.6 3

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 H27.12.13 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 63
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(江戸川区つづき） 再就職支援セミナー 子育てママの就職準備講座、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

H28.1.19、20 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　栄田　千春 H27.3.11 1・2

女性職員のためのワンランクアップの仕事術 中山　佳子（アイ・イーシー） H28.2.5 4

えどがわ☆ガールズトーク － H28.3.12 3

女性の健康週間講座 ぐっすり眠れる快眠セラピー 三橋　美穂 H28.2.28 1・2

八 王 子 市 意識啓発講座 （男女共同参画週間）映画会「ホーム・スイートホーム」 － H27.6.20 1、2

意識啓発講座 〈男女共同参画週間〉講演会「日本の柔道・世界のJUDO～スポーツで考える女性の活躍～」 溝口　紀子 H27.6.28 1、2

意識啓発講座
子育てパパのチャレンジ講座①
「パパと赤ちゃんの絆を深めるベビーダンス」

渡邊　真理 H27.4.18 1、2

意識啓発講座
子育てパパのチャレンジ講座②
「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 H27.10.31 1、2

意識啓発講座 子育てママの「私の気持ちを伝えるトレーニング」 堤　暢子 H27/5/14～6/4（4日間） 1、2

意識啓発講座 スマホやテレビによる子どもたちへの影響 ～メディアの情報を正しく理解するために～ 谷岡　理香 H28.3.26 1、2

意識啓発講座 被災地から学ぶ　女性の視点で考える防災セミナー 宗片　恵美子 H27.9.5 1、2

意識啓発講座（DV） 指導に活かそう！教職員のためのデートＤＶ防止講座 細田　眞由美 H28.1.22 2

意識啓発講座（DV）
「女性に対する暴力をなくす運動」期間講演会
「子どもたちを守るために知ってほしいＤＶの話」

吉祥 眞佐緒 H27.11.15 1、2

DV出前講座 「医療現場でのＤＶ被害の発見と対応」（看護専門学校） 市職員 H28.2.17 2

意識啓発講座（DV） デートDV防止講座（私立大学） 滝沢　佑有子 H27.7.2 2

DV出前講座 デートDV出前講座（都立高等学校） 市職員 H28.3.24 2

参画啓発講座 夏休みの父子料理教室　「パパと一緒につくろう！手作り照り焼きハンバーグ」 大橋　博美 H27.8.1 1、2

参画啓発講座 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」 萩原　美智子 Ｈ27/11/19～12/24（5日間） 1、2

参画啓発講座 男女共同参画センター登録団体交流会 瀬沼　克彰 H28.1.9 1、2

参画啓発講座 LGBTについて学ぶ～身近で大切な人を理解するために～ 熊谷　珠美 H28.1.26 1、2

就労支援講座 女性のための「ひとり起業」入門講座 滝岡　幸子 H27.7.9～7.23（3日間） 1、2

就労支援講座 女性の再就職に役立つ「ビジネス基礎講座」 山田　敏世、山木　三千代 H27.6/1～6/29（4日間） 1、2

自立・介護・健康支援講座 男性のための介護教室～これから訪れる介護に備えるために～ 八王子保健生活協同組合職員 H28.2.6 1、2

自立・介護・健康支援講座 思春期の男の子のココロと身体の変化のお話 袋　珠美 H27.12.8 1、2

自立・介護・健康支援講座 シングルマザー応援講座 中島　智美、山木　三千代 Ｈ27.10.18～10.25（2日間） 1、2

自立・介護・健康支援講座 40歳からのフレッシュアップ講座～心もからだも健康に～ 市職員、Yukie H28.3.3～3.17（3日間） 1、2

自立・介護・健康支援講座 母と娘で学ぶ　女の子のからだの変化と月経のお話 袋　珠美 H27.8.18 1、2

市民団体企画支援講座
「チャレンジ企画」支援事業①
「パパと一緒に楽しい昔遊び」

男女共同参画センター登録団体
「レクボラNO.1」会員

H27.9.12 1、2

市民団体企画支援講座
「チャレンジ企画」支援事業②
「おとなだって絵本！～絵本から広がるコミュニケーション～」

男女共同参画センター登録団体
「絵本倶楽部わらあい」会員

H27.10.19 1、2

市民団体企画支援講座
八王子女性史サークル公開講座「『聞き書きで綴る　八王子の女性史』を刊行して
    女性たちのあゆみから見えてくること」

折井　美耶子 H27.11.28 1、2

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？
～相談者を傷つけない対応技術を身につけよう！～」

松田　知恵 H27.12.3 4

職員研修 （一般職員）「これからの自治体職員に求められる男女共同参画の視点」 鹿嶋　敬 H27.8.6 4

DV被害者支援講座 「私をねぎらい大事にする～ココロのセルフケア講座～」 熊谷　珠美 H28.3.16 1、2

第25回 女と男のいきいきフォーラム八王子 講演会「未来のワーク・ライフ・バランスを考える～専業主夫として宇宙飛行士を支えて～」 山崎　大地 H28.2.27 3

第25回 女と男のいきいきフォーラム八王子 分科会「『就活』を通して『将来の自分』を考える～よりよい選択ができるように～」 山木　三千代 H28.2.27 3

第25回 女と男のいきいきフォーラム八王子 分科会「健康は足裏から～身体のゆがみチェックと正しいウォーキング」 森尻　強 H28.2.27 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 64
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（ 八 王 子 市 つ づ き ） 第25回 女と男のいきいきフォーラム八王子 団体企画「良い人間関係を作るための自己理解ワーク～DV・モラハラに遭わないヒント！～」 マザーリーフ H28.2.27 3

第25回 女と男のいきいきフォーラム八王子 団体企画「パパもママも知っておきたい、働くときと暮らすときのマイナンバー」
男女共同参画センター登録団体
「多摩らいふサポート」会員

H28.2.27 3

第25回 女と男のいきいきフォーラム八王子 団体企画「スティックバルーンロケット、パパと作って飛ばそう!!」
男女共同参画センター登録団体
「レクボラNO.1」会員

H28.2.27 3

第25回 女と男のいきいきフォーラム八王子 団体企画「シンポジウム『戦後70年、女性たちは今』」 植野　妙実子 H28.2.27 3

立 川 市 意識啓発事業 自分自身を取り戻すために～性同一性障害への理解を深める ＧＩＤ西多摩代表 H27.10.25 3

意識啓発事業 第4回ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定式及びセミナー 大嶽圭子（キャリアカウンセラー） H28.2.4 2・3

意識啓発事業
イクメン講座
～パパ同士で語ろう！パパトーク 長田英史　田中尚人　阿部和広 Ｈ27.7.8～Ｈ28.2.3（6日間） 3

意識啓発事業
イクメン講座
～パパ同士で語ろう！パパチャレ 新井敏之　稲垣誠 Ｈ27.9.6，Ｈ27.12.12 3

意識啓発事業 育休明けに向けて…さぁ、少しずつ準備して行こう♪ 坂本澄子　稲葉紀明　神尾真知子 Ｈ28.2.25～3.16（5日間） 3

意識啓発事業 子育て女性向けセミナー 河野千鶴子 H27.4.21 3

意識啓発事業 女性のための再就職支援セミナー＆個別相談会 那須美和 H27.5.11 3

意識啓発事業 第70回ミニブルーム交流カフェ～47歳でフランス留学、青梅というテロワールにこだわったチーズで創業！～ 鶴見和子 H27.6.19 3

意識啓発事業
もう一度働きたい！
女性のための再就職スタートアップコース

石井晶子　堀田麻由美　池田泰美
H27.5.26～6.1（5日間） 3

意識啓発事業 子育て中の女性のためのパソコン講習
マザーズハローワーク立川パソコンインストラ
クター

Ｈ27.7.～7.9（3日間）
H27.9.8～9.10（3日間）
H28.1.26～1.28（3日間）

3

意識啓発事業
マザーズ＆レディース
着こなしセミナー 洋服の青山立川北口店 H27.11.5 3

意識啓発事業
マザーズ＆レディース
就活メイクアップセミナー 洋服の青山立川北口店 H27.12.2 3

意識啓発事業
多様な働き方セミナーⅡ
「パートタイマー働くとき・雇うとき～知っておきたい基礎知識」 田島ひとみ H27.11.19、11.26 3

意識啓発事業 新しいリーダーシップ開発講座 稲葉紀明 H28.1.22～2.26（3日間） 3

意識啓発事業 子育て中のママたちのためのキャリアデザイン講座 市川望美 H28.2.2～2.23（3日間） 3

意識啓発事業
マザーズ就活セミナー
働くママを応援します!～職場のあり方とコミュニケーションスキル 坪田まり子 H28.2.5 3

意識啓発事業 配偶者暴力（ＤＶ）被害者支援の基礎知識
東京ウィメンズプラザ職員　近藤恵子　白石
美奈子

H27.5.12 4

意識啓発事業 あるコピーライターの伝え方 玉山貴康 H27.11.15 3

意識啓発事業 女性が社会に出てから役立つ知識 近藤わかな H27.12.12 2

意識啓発事業 暴力予防教育出前講座
ＮＰＯ法人市民共同学習プロジェクト子どもひ
ろば

H28.2.23 2

意識啓発事業 私を活かすいやしのワーク 和田順子 H28.3.24 3

意識啓発事業 たちかわ女性塾
南城ひかり　結城美恵子　化粧品メーカー
立川市総合政策部長 H27.10.5～12.21（6日間） 3

市民企画講座 夢に向かって一歩ずつ～ある失語症患者の挑戦 永澤美智子　新堀統宮子 H27.6.2 3

市民企画講座 女性のためのお役立ち講座　まとめる力・伝える力を磨こう 結城美惠子 H27.6.7 3

市民企画講座 自分だけのデコレーションハンガーを作ろう 柿崎安貴子 H27.6.13 3

市民企画講座
第８回 国際ソロプチミスト立川　高校生の主張大会

中野宏美 H27.6.13 3
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（立川市つづき） 市民企画講座 「戦後７０年＜ヒロシマとフクシマのあいだ＞女から見ると」 加納実紀代 H27.6.13 3

市民企画講座 笑いヨガ＆ワークショップ 長谷川裕子 H27.6.20 3

市民企画講座 バラの花形りんごパイとポテトサラダパイ 飯田み小枝 H27.6.20 3

市民企画講座
babyマッサージ＆産後ヨガ 金みょんな　ムン・スンレ

H27.6.20 3

市民企画講座 わかると安心～乳がん・子宮がん・認知症～NCD（非感染症疾患）の予防 谷野裕一、上坊敏子、勝俣範之、嵯峨崎泰子 H27.6.20 3

市民企画講座 親子であそぼうわらべうた 立川保育研究会メンバー H27.6.21 3

市民企画講座 コンサート　明日へ～夢、希望、そして歌
久保田智子、宇江明子、大塚幸穂、内田一行

H27.6.21 3

市民企画講座 バスタオルで作る防災頭巾 新井明子 H27.6.21 3

市民企画講座 『３．１１以降の子育て』～ママもパパも一緒に話しませんか？～ 石丸偉丈 H27.6.27 3

市民企画講座 女性のための癒しとヨガとトーク
永野千鶴子　露木肇子

H27.6.28 3

市民企画講座 今甦る「方丈記」 山﨑省次 H27.9.12,　H2710.10 3

市民企画講座 女性にとって今こそ知っておくべき防災術！ 浅野幸子 H27.10.9 3

市民企画講座 面白いくらいに夢が叶っちゃう「夢叶マップ」講座 あいのひろ H27.10.27　H28.3.10 3

市民企画講座 もっと書きたい人のための文章講座 蜂須賀裕子 H27.10.27～H28.2.9（4日間） 3

市民企画講座 思春期の健康講座 丸橋和子 H27.11.21 3

市民企画講座 今一番女性が輝ける場所タカラヅカ 中本千晶 H27.11.23 3

市民企画講座 リプロダクティブ・ヘルス／ライツ講座　子宮の病気・卵巣の病気 上坊敏子 H28.1.16 3

市民企画講座 映画「百合祭」上映と監督のトーク 浜野佐知 H28.1.23 3

武 蔵 野 市 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 長谷川 能扶子　露木 肇子 H28.1.14/H28.1.21 1・2

むさしのヒューマン・ネットワークセンター事業 シングルマザーのための し･ご･と応援講座 森岡 千惠子 H28.2.9/H28.2.16 1・2

むさしのヒューマン・ネットワークセンター事業 今、大震災が起こったら・・・女性の視点で考えてみる 避難所生活とそれから 清原 桂子 H28.3.25 1・2

むさしの男女共同参画市民協議会企画事業 成蹊大学デートＤＶ講座「その恋本当に大丈夫？～身近な問題としてデートDVを考える～」 西山さつき H27.6.22 1・2

むさしの男女共同参画市民協議会企画事業 小さい子どもを持つお母さんのための講座 加藤千恵　中島 惠 H27.9.11～9.25（３日間） 1・2

むさしの男女共同参画市民協議会企画事業 現代メディアの中の性差別を考える 諸橋 泰樹 H27.12.19 1・2

むさしの男女共同参画市民協議会企画事業 『隣るひと（となる・ひと）』上映会 稲塚 由美子 H28.2.8 1・2

むさしの男女共同参画市民協議会企画事業 “イマドキ家庭科”が未来を変える 齋藤 弘子 H28.3.3 1・2

むさしの男女共同参画市民協議会企画事業 今どきの女たちが「あたりまえの幸せ」を手に入れるために 無頼化って何？ 水無田 気流 H28.3.12 1・2

三 鷹 市 男女平等参画のためのみたか市民フォーラム 自分らしい働き方を考える～仕事も子育ても笑顔で両立するヒント～ 堤香苗 H28.3.12 3

男女平等参画講座 アンガーマネジメント講座～イライラの消しゴムを手に入れよう～ 高田　しのぶ H27.11.8 3

男女平等参画講座 知っておこうDVのこと～DVに気づき、大切な人を守るために～ 畔上　裕子 H28.3.5 3

ワーク・ライフ・バランスのための民学産公協働講座 三鷹発！ワーク・ライフ・バランスのすすめ　連続３部構成 田中　俊之ほか H28.2.20 3

男女平等参画週間パネル展 イラストパネル「なるほどジェンダー」の展示、ＤＶ防止啓発ＤＶＤの放映、男女平等参画図書コーナーの設置 H27.6.22～H27.6.26 3

セクハラ・パワハラ研修 部課長職・係長職のセクシュアルハラスメント等の防止研修 樋口ユミ H27.11.17 4
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(三鷹市つづき） セクハラ・パワハラ研修 セクシュアルハラスメント等防止一般研修 樋口ユミ H27.11.17 4

青 梅 市 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）
坂倉嘉余子・飯島園美（特定非営利活動法人
男女共同参画おおた）

H27.6.30 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）
H27.7.7～7.16

（全4回）
1

男女平等参画講座 知って「デートＤＶ」（都立多摩高校）
坂倉嘉余子・東香織（特定非営利活動法人
男女共同参画おおた）

H27.7.15 2

男女平等参画講座 「管理職はワークライフマネジメントに取り組もう」（市職員）
田中徳子（株式会社ウィ・ラーニング代表取
締役　パフォーマンスコンサルタント）

H27.8.24 4

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）
H27.10.19～10.28

（全4回）
1・2

男女平等参画講座 簡単!楽しい!!「情報紙」づくり講座 谷口郁子（月刊誌編集長） H27.11.19 1

男女平等参画講座 わたしらしく！女性のための未来力ＵＰ講座 キャリアアドバイザー岩嶋寿子
H28.3.1～3.22

（全3回）
1・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）

H28.3.2 1・2

男女平等参画講座 知って「デートＤＶ」（市立青梅第二中学校）
坂倉嘉余子・飯島園美（特定非営利活動法人
男女共同参画おおた）

H28.3.7 2

男女平等参画講座 知って「デートＤＶ」（市立吹上中学校）
坂倉嘉余子・飯島園美（特定非営利活動法人
男女共同参画おおた）

H28.3.16 2

男女平等参画講座 「人が元気になる組織作りのヒント」（中小企業） 中小企業診断士　川口佐和子 H28.3.16 1・2

府 中 市 第２９回男女共同参画推進フォーラム
基調講演
「仕事も、家族も、自分も大事」

Ｈ27.11.27～11.29 3

登録団体連絡会総会
平成26年度の活動報告について
平成27年度活動計画、役員の改選　等

平成27年4月11日（土） 1・2

平成27年度　いきいき女性セミナー
生き方、学び方、働き方。
～リプロダクティブ・ヘルス＆ライツの視点を入れながら～

・学び続ける私の生き方
・元気で働き続けるために
・レッドマリア上映会
・ワークショップ「生きる、学ぶ、働く。」をみんなで考えよう！
・女性学との出会い
・日常生活の中の女性学

講師：宮子あずさ（看護師、随筆家）
　　　井上輝子(和光大学名誉教授）

平成27年5月14,21,28日
6月4,11,18日

(全木)
1・2

平成27年度男女共同参画週間記念講演会
　フィンランド流子育てからライフスタイルを考えよう

フィンランドの暮らしや子育てに対する考え方など
講師：坂根　シルック
（東京農工大学特任教授）

平成27年6月28日（日） 3

男女共同参画週間記念イベント
府中市女性センター登録団体体験講座 着付け・パパとリトミック・おはなしと工作・親子体操

あかね着装礼法サークル
ポッポの会
おはなし夢くらぶ
３B親子健康体操

平成27年6月23日（火）,
28日（日）,29日(月）

3

男女共同参画週間記念イベント
女性のための健康講座

おなかの健康教室（ヤクルト）
健康な骨作りのポイント（大塚製薬）

ヤクルト
大塚製薬

平成27年
6月23日（火）,26日（金）

3

男女共同参画週間記念イベント
親子科学体験講座

万華鏡・化石レプリカ・風車作り 科学体験クラブ府中 平成27年6月28日（日） 3

府中市女性センター登録団体交流会
意味ある偶然の出会い

この出会いから「共通点」「自分と他人の地図の違い」を知り、怒りの連鎖をなくし、感情美人をめざすことを学ぶ
講師：土岐　久美子
（メンタルヘルスアドバイザー）

平成27年10月31日（土） 1・2

話そう我が家の子育て
～助産師と共に考える～

これから出産を迎える方、すでに育児がスタートしている方。お互いを知り、夫婦で協力して育児をしていくための子
育てについて、一緒に考えてみませんか？

講師：府中市助産師会
平成27年9月27日
平成28年3月13日

（日）
1・2

女性のためのDIY&大工講座
DIY入門と簡単ラック作り

10/28・11/4　　DIY入門～補修や修理
　 　　                 ・壁、床　・網戸の張り替え
　　　　                ・塗装について
11/11,18　　　　簡単ラック作り

講師：橋本　小百合
（ＤＩＹアドバイザー、女性センター登録団体講
師）

平成27年10月28日
11月4,11,18日

（全水）
1・2

シルバーパソコン入門
～インターネットをはじめよう

初歩的なパソコンの知識、インターネットの使い方 講師：シルバー人材センター
平成28年

2月8,15,22,29日（全月）
1・2

デートDVを知ってますか？
～思春期の子どもとのつきあい方～

デートDVは思春期の子どもの交際相手に起こる問題であり、思春期の子どもたちと親との関わりについて学ぶ
講師：町田　典子
（心理カウンセラー、発達障害児親の会支援
員、都内男女共同参画センター相談員）

平成28年3月4日（金） 3

パパあそぼうよ！！
歌って　踊ろう！カラダ☆オーケストラ

表現力等をアップさせるメソッド「カラダ☆オーケストラ」を使った、子どもから大人まで楽しめるコミュニュケーション
ワーク

講師：加藤　希
（歌手）

平成28年3月13日（日） 1・2
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（府中市つづき） 地域で！家庭で！考える防災
「女性からの視点」を含めた地域での活動例
被災時の手軽な料理の実践

講師：鈴木　直美
（東京都防災隣組認定女性リーダー、料理研
究家）

平成28年3月23日（水） 3

スクエア21・府中市女性センター主催
DV加害者教育プログラムへの取り組みからDV防止を考える！

DVの予防法および対処法、サポートの仕方について
講師：山口　のり子
（アウェア代表）

平成27年11月14日（土） 3

八王子労働相談情報センター共催
従業員の職場定着・職場復帰・継続就業のためのポイント～女
性従業員の多い職場に求められる対応とは～

会場　八王子労政会館
講師：菊地　加奈子
（特定社会保険労務士、女性活躍コンサルタ
ント）

平成27年6月10,17日(水) 3

子育て女性向けセミナーin府中
子育てしながら私も働ける？
～働くための準備について考えましょう～

育児をしながらもう一度働くこを考えている女性を対象に、働くための準備について一緒に考える
東京しごとセンター
女性しごと応援テラス

平成27年6月24日（水） 3

女性のための再就職支援セミナー＆個別相談会
私らしく輝く！再就職へのファーストステップin府中

①女性をとりまく働く環境
②仕事とプライベートを充実させる未来のプランニング
③自分を知る。大切なこと、やりたいこと、できること
④応募書類と面接の基本
個別相談

講師：那須　美和
（キャリアカウンセラー、フリーアナウンサー、
エニアグラムアドバイザー）

平成27年7月7日(火） 3

女性再就職サポートプログラムin府中
第２回　再就職スタートアップコース

再就職の心構えと活動準備
ビジネスマナー＆ビジネスコミュニケーション
パソコン実習・再就職成功者との交流
面接対策と行動計画作成

東京しごとセンター委託業者
平成27年9月29日（火）～

10月5日（月）
3

八王子労働相談情報センター共催
働く女性と「女性活躍推進法」解説セミナー

女性活躍推進法により企業に求められること
働く女性は女性活躍推進法をどう活用できるか

講師：塚原　英治
（青山学院大学大学院法務研究科教授、弁
護士）

平成28年1月21日(木）,26日（火） 3

女性センター登録団体共催講座
みんなのサロン

地域のつながりを深め、他の登録団体と共に活動をする 講師：地域ボランティア
平成27年7月17,24,31日
8月7,21,28日 9月4,25日

(全金）
1・2

女性センター登録団体共催講座
骨盤ストレッチ　インナーマッスルを鍛えよう！

元気に活動を続けるために、骨盤底筋を鍛えよう
講師：下沢　久恵
(市民活動研究会講師、健康運動指導士）

平成27年8月1日（土） 1・2

女性センター登録団体共催講座
暮らしの中のラッピング

身近な材料で簡単なおしゃれな袋のアレンジを学び、日ごろの生活に活かす
講師：松原　浩子
（渋）

平成27年9月30日（水） 1・2

女性センター登録団体共催講座
育脳リトミック～働くパパ＆ママと一緒に

パパの育児参加事業・リトミックにより子どもたちとのふれあい方を学ぶ
講師：榎本　久美子他
(ポッポの会　会員）

平成27年10月4日（日） 1・2

女性センター登録団体共催講座
ワードで作れる！ギフトボックス

Wordにおける、文書作成以外の図形などの機能を活用する方法を学ぶ 講師：女性パソコン研究会　会員 平成27年11月18日（水） 1・2

女性センター登録団体共催講座
避難所運営ゲーム

災害時、避難所となった学校を運営する住民のため、ゲーム体験を通じ男女それぞれの視点を生かした運営方法
を学ぶ

講師：サークルいきいき会員 平成27年12月12日（土） 1・2

女性センター登録団体共催講座
子育て応援ひろば
パパとママあつまれ！！

・府中市保育支援課　子育てひろば
・バルーンアート体験・パパと一緒にリトミック
・おはなしとわらべ唄と工作
・骨盤ストレッチ　・人形劇
・恵仁会病院管理栄養士　乳幼児の食生活

保育支援課
女性センター登録団体
ウィメンズアクション・ポッポの会
市民活動研究会・おはなし夢くらぶ
府中恵仁会病院栄養科

平成28年1月16日（土） 1・2

女性センター登録団体共催講座
どう向き合う？息子の親離れ

息子が自立する喜びと寂しさ、そんな気持ちを分かち合い、自分を見つめる時間を考える
講師：長岩　佳子
（ＮＰＯ法人けやきの会、産業カウンセラー）

平成28年3月5日(土） 1・2

女性センター登録団体共催講座
大人のおはなし会
おはなしの世界へようこそ！

朗読・語りの世界を通じ、自分の見つめ直しに生かす 講師：おはなし夢くらぶ　会員 平成28年3月18日（金） 1・2

府中市女性センター/府中恵仁会病院共催
「子宮筋腫の基礎知識と治療法」
切らずに治す！～子宮動脈塞栓術（UAE)とは？～

今最も注目されている最新の治療法、子宮動脈塞栓術（UAE)について
講師：瀧　康紀
（府中恵仁会病院放射線科部長、
東京UAEセンター長）

平成27年5月23日（土） 1・2

府中市女性センター/府中恵仁会病院共催
「男女で違う、心臓病の基礎知識」
～生活習慣を見直そう

心臓病の予防と活動的で快適な生活の講座
講師：上林　拓男
(府中恵仁会病院循環器内科　医師）

平成27年11月21日（土） 1・2

府中市女性センター/府中恵仁会病院共催
いきいき☆知っ得セミナー
「身近なカロリー＆塩分を知ってみよう！」

カロリーや塩分について学び、健康について考える
講師：府中恵仁会病院
栄養科　管理栄養士

平成27年12月19日（土） 1・3

男女共同参画職員課共催研修 ワーク　ライフ　バランス
講師：東　浩司
（ＮＰＯ法人ファザーリングジャパン理事）

平成27年10月9日（金） 4

府中市男女共同参画市民企画講座
みんなで作ろう　おうち水族館

まるい風船や細長い風船を使って海の生き物たちを親子製作するワークショップ
講師：高梨　珠子
（ウィメンズアクション府中）

平成27年8月9日（日） 3
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10　講演会・講座等の状況(27年度実績）

（府中市つづき）
府中市男女共同参画市民企画講座
自分にもう一つの生き方を「プラス」する講座

仕事や家庭以外の場で「好き」や「得意」を活かすパラレルキャリアの魅力に気づき実践する
講師：芦沢　壮一
（スキルノート代表、プレゼン技術コーチ）

平成27年10月10日（土） 3

府中市男女共同参画市民企画講座
子どもの貧困と地域での支援を考える

地域の中で子どもたちの貧困を考え、支援への取り組みと実践について
講師：栗林　知絵子
（NPO法人わくわくネットワーク）

平成27年10月17日（土） 3

府中市男女共同参画市民企画講座
映画の主人公に学ぶ「女性の成長と課題」

映画の主人公に学び、ありのままの自分を見つめ直す
講師：飯野　弘美
（精神保健福祉士、産業カウンセラー）

平成27年11月1日(日） 3

府中市男女共同参画市民企画講座
パパの育児参加～イクメンとは言うけれど～

育児に参加するパパたちと本音で話し合い、家族、夫婦のあり方について考える
講師：宮川　篤郎
（矢島助産院パパランチ進行役）

平成27年12月5日（土） 3

昭 島 市 男女共同参画セミナー DV被害からの自由　-自分らしく生きるということ‐ 木田佐知子（臨床心理士） H27.11.25 3

男女共同参画講演会 家事ハラから考える男も女も幸せになれる働き方 竹信三恵子（ジャーナリスト・和光大学教授） H27.12.6 3

男女共同参画セミナー もう一人で頑張らない　家事半分術 佐光紀子(ナチュラルライフ研究家） H28.2.22 3

調 布 市
男女共同参画の推進のための講演会ヤマザキマリ流『とらわれ
ない生き方』

男性も女性も，その人らしく，いきいきと日々を過ごしているか振り返る機会にする。 ヤマザキマリ(漫画家） H27.9.21 3

ａｎ・ａｎ的防災のススメ～もしものために大事にしたいこと
女性の防災意識を高め，防災対策への女性の参加を促すとともに，男女共同参画の視点にもとづく地域防災を考
える。

中島千恵（株式会社マガジンハウス「アンア
ン」編集部），調布消防署職員，小森美奈子
（調布市男女共同参画推進センター運営委員
会委員）

H27.3.5 3

男性初心者のための料理教室～料理を学んで楽しくコミュニケー
ション

調理実習　第１回，第２回，第４回　料理教室
　　　　　　　第３回  仲間をつくるコミュニケーション術‐アサーションを活用して

高津桂子（元都立高校家庭科教員・栄養士）
長谷川能扶子（１級キャリアコンサルティング
技能士）

H27.6.9～7.7（4日間） 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１５ 実行委員会企画①講演会「子どもたちの今，知ることから考えよう！私たちにできること」 仁藤夢乃（一般社団法人Colabo代表） H27.6.27 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１５ 実行委員会企画②レストラン　ドミンゴ H27.6.27 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１５ 実行委員会企画③落語「聞こう！調布で落語を一席」
立川晴の輔（真打・立川流，立川志の輔一
門）

H27.6.28 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１５ 実行委員会企画④ワークショップ「お父さんと子どもの上手なお買いもの」 清田裕理（ファイナンシャルプランナー） H27.6.28 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１５ 実行委員会企画⑤カフェ in あくろす「しぇいくはんず」 H27.6.27，H27.6.28 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１５

参加団体企画等
     講座「もっと気にかけたい！変形しやすい女の子の足のこと」， 読み聞かせ「え～る♪が選ぶ一押しの一冊をご
いっしょに！」，展示「エンジョイ！写真展」，展示「参加団体紹介パネル展」，活動展示＆ワークショップ「こんな時ど
うする？」，スライドショー「あんなこと，こんなこと」，わくわく！中学生紙芝居，ヒーローショー「みんなのヒーロー
ギャネックがやってくる！」，ワークショップ「3.11後の“ふつうの”毎日～長谷川さんちの場合番外編～」，座談会＆
個別相談「障がいがあっても活き活き生きるために」，展示「男女共同参画について思うこと」

H27.6.27，H27.6.28 3

多様な性を知っていますか？LGBT入門講座 性と生の多様性について考える。
遠藤まめた（いのちリスペクト。ホワイトリボン
キャンペーン共同代表）

H27.7.26 3

アラフォーママカフェ（子ども家庭支援センターすこやかと共催） 同世代母親同士で気持ちの共有・共感をすることで，子育ての息抜きとしての交流を楽しむ。 H27.9.28，12.7 3

２０１５年度白百合女子大学「キャリア研究」への出前講座
女性も男性も従来の性別役割分担意識にとらわれず個性や能力を発揮できるような生き方ができるよう，改めて考
える。

長谷川　能扶子（１級キャリアコンサルティン
グ技能士）

H27.12.2 2

パパと子どもの料理教室 子どもと楽しく過ごすことで，日頃の家事・育児への参画状況を見直す 東京ガスキッチンランド講師 H27.12.6 3

ナイスボス＆グッドパートナー研修（人事課と共催）
市職員に対し男女ともに働きやすい職場環境づくりをさらに進めるために，職場を管理する側の理解を深めるととも
に，家庭におけるパートナーとしての役割（育児・介護）などを考える。

安藤哲也（ＮＰＯ法人ファザリングジャパン代
表理事）

H28.2.12 4
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10　講演会・講座等の状況(27年度実績）

(調布市つづき） パパ×ママ×赤ちゃん☆スマイルカフェ in aona
・『お産とおっさん。』著者と語る～夫婦でつくる産後HAPPYライフ！
・『ママだって，人間』だ～ワガママだっていいじゃない

渡辺大地(株式会社アイナロハ代表取締役)
田房永子(漫画家)

H28.2.21，H28.3.5 3

とにかくやってみる「コガネイチーズケーキ」企業ストーリー～子
育て中でもあきらめない（産業労働支援センターと共催）

起業を考えたきっかけや，起業までの思いなど講師の経験を聞き，起業という働き方を考える。
中村葉子氏（株式会社ＳＯＭＥＲＨＩＮＧ　ＮＥ
Ｗ代表取締役）

H28.3.1 3

パープルリボン＆オレンジリボンコンサート（子ども政策課と共
催）

女性に対する暴力根絶運動の国際的なシンボルマーク「パープルリボン」と子どもへの虐待を防止する運動のシン
ボルマーク「オレンジリボン」のコラボレーションによる「暴力撤廃」をテーマにしたコンサート

演奏者:金淵洋子（ハープ），山浦陽子（チェ
ロ）

H26.11.25 3

「王様の耳はロバの耳」のあな展
暴力を生まないためのパートナーとのコミュニケーションを考えるきっかけを提供するため，日頃言えないパート
ナーに対する言葉を募集しイラストを添えて展示

H27.11.2～H27.11.30 3

出前講座「高校生が考える『からだ・こころ・かんけい』 デートＤＶ，お互いを尊重し合う関係について
丸橋和子氏（渋谷文化村通りレディスクリニッ
ク副院長）

H27.7.14 2

町 田 市 性と人権の講座 「女性のための護身術～自分の身は自分で守る～」 川口　久（町田警察生活安全課）
H27.4.24
H27.5.22

3

父親の育児参加事業 母の日企画「お母さんありがとう！父子でおもてなし料理教室」 森野三丁目保育園　管理栄養士 H27.5.10 3

女性の再就職支援講座 就職支援セミナー「再就職・復職したあなたへ　働き方のレシピ」 剱持　勝（産業カウンセラー） H27.6.5 3

子育て支援講座 父の日直前企画！お父さんにありがとうを伝えよう「リサイクルガラス砂絵で似顔絵づくり」 環境資源部3R推進課職員 H27.6.13 3

男女共同参画週間記念講演 「わたしはマララ～教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女～」翻訳者トークセッション 金原瑞人（翻訳者）、西田佳子（翻訳者） H27.6.28 3

市民フォーラム協働事業
「まちだくらしフェア2015」男女平等推進センター協賛企画
シネマでトーク

－ H27.7.4 3

性と人権の講座 夏休み親子体験学習「ＣＡＰプログラムを体験しよう！」 ＣＡＰたんぽぽ H27.7.21 3

父親の育児参加事業 夏休み父子工作講座「自然木で丸太イスをつくろう」 ひなた村職員 H27.8.22 3

女性の自立支援事業 ママのためのDIY教室 志村　和美（東京土建） H27.9.15 3

登録団体企画講座 「DV被害者にワンストップの支援を！―配偶者暴力相談支援センターの機能とは― 丸山　聖子（東京ウィメンズプラザ相談係） H27.10.3 3

女性の再就職支援講座 女性のための就職準備セミナー
ハローワーク町田職員
保育幼稚園課職員

H27.10.7 3

女性の再就職支援講座 かしこく働く　社労士が教える「103万円の壁」「130万円の壁」 岡本　直子（社会保険労務士） H27.10.8 3

父親の育児参加事業 父子でチャレンジ　LEDあんどん教室 パナソニック株式会社エコソリューションズ社 H27.10.18 3

ワークライフバランスの実現事業
企業向けセミナー「大介護時代に向けて会社が準備しておきたいこと～社員が長く働き続けられる会社であるため
に～」

大塚　隆裕（社会保険労務士） H27.10.22 3

ワークライフバランスの実現事業
社員向けセミナー「親の介護が始まっても慌てない　知っておきたい介護保険制度のいろは～事前の準備と心がま
えで状況は変わってくる～」

大塚　隆裕（社会保険労務士） H27.10.31 3

女性の再就職支援講座 再就職応援セミナー「好感度アップ　カラーコーディネート＆メイクセミナー」 辻　恵、森　秀美
H27.11.11
H27.11.12

3

2015年度配偶者からの暴力防止等関係機関実務担当者連絡会
議

町田市における配偶者等による暴力に関する問題について、被害者の支援等に携わる関係機関の相互理解と協
力関係の促進を図る

‐ H27.11.13 4

性と人権の講座 女性のための法律セミナー 露木　肇子（弁護士） H27.11.17 3

ＤＶ防止啓発事業 「これって、デートＤＶ？」 深沢　泰子（アウェア認定ファシリテーター） H27.11.19 3

性と人権の講座 今どき思春期のレンアイ事情 大田　静香（助産師） H27.12.3 3

女性の健康支援事業 エコー写真で手作りアルバム教室～おなかの中の思い出をしっかり残そう！～ 小池　章子
H27.12.7
H27.12.11

3

登録団体企画講座 男の子と女の子の境界線ってなんだろう？～子どもの世界のセクシュアルマイノリティ～ 石阪　督規（東京未来大学教授） H27.12.12 3

第16回まちだ男女平等フェスティバル

テーマ：わたしとあなた～一人ひとりがその人らしく～
メイン企画　講演会「三度の食事が社会を変える？！」
ドキュメンタリー映画上映会「『何を怖れる』フェミニズムを生きた女たち」
講座「LGBTと、いろいろな人がいっしょに楽しめる未来へ」　　　他

枝元　なほみ（料理研究家）

松中　権（グッド・エイジング・エールズ代表）
他

H28.1.30～1.31 3

ミニブルーム交流カフェ エステをもっと身近に♪～消費者の本音から構築するビジネスモデル～
望月　百合子（株式会社LILIYMOON代表取
締役）

H28.2.5 3

女性の再就職支援講座 女性のための就職準備セミナー「自己表現力を上げる模擬面接」 ハローワーク町田職員 H28.2.24 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 70
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10　講演会・講座等の状況(27年度実績）

（町田市つづき） 女性の健康支援事業 働く女性への健康支援講座「私のごほうび講座　おいしいお茶の楽しみ方教室」 剱持　勝（産業カウンセラー） H28.3.2 3

運営委員会学習会 「セクシュアル・マイノリティーとは」
原　ミナ汰（NPO法人共生社会をつくるセク
シュアル・マイノリティ支援全国ネットワーク代
表理事）

H28.3.8 1

ＤＶ防止啓発事業 「デートDV出張講座」 東京弁護士会 H27.3.10 3

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.27.4.14～H28.3.8（12回） 3

小 金 井 市 こがねいパレット 「ストレスに対処するしなやかなココロの作り方」
石井　朝子(ヒューマン・ウェルネスインスティ
テュート代表）

H27.11.8 3

男女共同参画シンポジウム 講演「自分をすり減らさない生き方　～男らしさ女らしさにとらわれない～」 深澤　真紀（コラムニスト） H27.6.28 3

再就職支援講座 私らしく輝く！再就職へのファーストステップ　講演と就職支援アドバイザーによる個別相談（希望者のみ） 荻野　智美(キャリアカウンセラー） H28.10.15 3

小 平 市 第１９回女と男のフォーラム 講演「まだ見ぬ自分を信じてチャレンジしよう！」 福島　敦子（ジャーナリスト） H28.2.13 3

元気村ひろば ①ひらくカフェ、②朗読の会、③バザー、④人形劇、⑤上映会「マダム・イン・ニューヨーク」
①～③参画センター登録団体、④リズム工
房、⑤男女参画推進実行委員会

H27.10.25 3

ワールドカフェ 話してみよう「女性の生き方・働き方」 登録団体
H27.11.27、H27.11.28、H28.2.19、

H28.2.27
3

日 野 市 男女平等推進センター講座
ハローワーク八王子マザーズコーナー共催事業
子育て中の方で再就職を目指している方へのパソコン講習

ハローワーク八王子の委託インストラクター
H27.10.7～9
H28.2.2～2.4

3

男女平等推進センター講座 ドメスティック・バイオレンスの理解～ＤＶの子どもへの影響～ 米田　弘枝（立正大学心理学部教授） H27.10.15 3

男女平等推進センター講座 女性防災リーダー育成講座
浅野　幸子（「減災と男女共同参画研修推進
センター」共同代表／早稲田大学「地域社会
と危機管理研究所」招聘研究員）ほか

H27.11/6、11/13、11/20、11/27 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　ほか 毎月土曜日（全12回） 3

男女平等推進センターフォーラム 基調講演「地域防災になぜ女性の視点が必要なのか」・意見交換会　ほか
浅野　幸子（「減災と男女共同参画研修推進
センター」共同代表／早稲田大学「地域社会
と危機管理研究所」招聘研究員）ほか

H28.2.6 3

東 村 山 市 男女共同参画推進フォーラム 「結婚する？しない？～いまどきの若者事情～」 白河　桃子（少子化ジャーナリスト） H27.11.1 3

男女共同参画推進講座 「表情やしぐさを使って会話力アップ」 斎藤　利朗（トシ家族療法研究所所長） H28.3.4 3

男女共同参画推進講座（３回講座） 市民カレッジ「自分も相手も大切にするコミュニケーション」（全３回）

第1回　西山　さつき(NPO法人レジリエンス副
代表)
第2・3回　中野　満知子(NPO法人アサーティ
ブジャパン認定講師)

Ｈ27.7.3、Ｈ27.7.9、H27.7.16 3

交流室フェスタ DV防止啓発パネル　他 ― Ｈ27.11.14、H27.11.17 3

男女共同参画推進講座「家族や仲間との楽しいひとときの作り方～ビールを知って笑って飲めば、福来たる！～」
旗田晶（サッポロビール文化広報顧問、ヱビ
スビール記念館館長)

H26.11.14 3

マザーズハローワーク出張相談会 ハローワーク H26.11.17 3

国 分 寺 市 起業・再就職支援講座 プチ起業　はじめの一歩！　自分らしい働き方をめざして 堀江　由香里（NPO法人ArrowArrow代表理
事）

H27.10.20 3

たがいの性を理解し，尊重するための学習講座 ＬＧＢＴってなあに？　～だれもが生きやすい社会をめざして～ 橋本　恭子ほか（虹色とんち―） H27.11.17 3

男性も育児講座 パパといっしょにヘアカット
中村　康朗（国際文化理容美容専門学校国
分寺校教務部理容科主任）

H27.11.28 1

介護における男女共同参画講座 50代からはじめる老後資金の貯め方
成宮　正和（東京都金融広報委員会金融広
報アドバイザー）

H27.12.23 3

国際理解講座 英語ができれば国際人？　グローバル時代を生きる子どもの育て方
藤田ラウンド　幸世（立教大学大学院特任准
教授）

H28.1.19 3

男性の地域参画促進講座 男の料理入門　　地域とつながる大人の家庭科クラブ 髙津　桂子（元高校家庭科教員・栄養士） Ｈ28.210 1

起業支援講座 起業にチャレンジ！　～自分らしく働こう～ 上田　洋平（上田洋平税理士事務所代表） H28.2.25 3

デートＤＶ講座 『暴力（ぼうりょく）』ってなに？ 千野洋見（NPO法人女性ネットSａｙａ-Saya） Ｈ27.11.21，Ｈ27.12.5 1

ＤＶ被害者支援講座 あなたもできるＤＶ・モラハラ被害者支援　～身近な人が被害にあっていたら～ 池田　ひかり（精神保健福祉士） H27.12.12 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 71

C:/Users/事務報告・とうけい日野/平成24年度分/事務報告/【H25.5.27】男女平等課　事務報告原稿.doc


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(27年度実績）

（ 国 分 寺 市 つ づ き ） ＤＶ・モラハラ理解講座 家庭モラル・ハラスメント　～不機嫌な夫から離れて～ ＤＶ被害当事者 H28.1.23 3

国 立 市 男女平等セミナー 「セクシャルマイノリティの基礎知識と窓口対応」 原　ミナ汰ほか H27.2.23 4

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10回 堀本麻由子　ほか H27.10.21～H28.1.6 1

女性の生きかたを考える講座・公開講座 女性のワークとライフをめぐる社会史―国・自治体の施策を考える― 跡部千慧 H28.2.3 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

H27.5.31～H28.3.13 1

男性の料理教室 男性の家事参加を促す。　全2回 北川みどり H27.4.4、8.1 1

福 生 市 男女共同参画セミナー 「女も男もともに生き残ろう～男女共同参画と減災～」
坂田静香（NPO法人全国女性会館協議会常
任理事）・塩沢祥子（NPO法人神奈川災害ボ
ランティアネットワーク運営委員）

H28.3.6 1・2

<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　佐藤敬子 H27.11.10 4

<公民館主催>男女共同参画フォーラム 「男女のさべつ、女だけじゃない、男もつらいよ」 助言者：富永貴公（東洋大学講師） H28.1.23 3

＜公民館主催＞DV防止講座 「あなたも知らぬ間にしてるかも！？～家事ハラ・パワハラ・モラハラ～etc」
諸橋泰樹（福生市男女共同参画審議会会長・
フェリス女学院大学教授）

H28.3.12、H28.3.19 1・2

狛 江 市 男女共同参画理解のための職員研修会 男女共同参画社会の現状と狛江市の計画改訂について
奥村隆一（株式会社三菱総合研究所主任研
究員）

H27.4.21 4

男女共同参画推進フォーラム 子育てフォーラムプレイベント「人生を楽しく生きる　地域ぐるみの子育て」
菊池桃子（女優、戸板女子短期大学客員教
授）

H27.12.13 3

東 大 和 市 男女共同参画講座 「もう、「残念な夫」とは言わない、言わせない！」～15年後もパートナーと良い関係でいられるために～ 山本　智子（NPO法人エンツリー副理事長） H27.6.27 1

男女共同参画講座 「イクメンお父さんと一緒に作るプロの味！」 伊藤良雄（「中華料理　空龍」店長） H27.7.18 1

男女共同参画講座 「女性のための就職活動応援講座」
駒形薫（マザーズハローワーク立川　就職ナ
ビゲーター　キャリア・カウンセラー）

H27.9.17 1

男女共同参画講座 「女性のための起業講座」
溝口暁美（中小企業診断士、女性のための開
業支援コンサルタント）

H27.10.27 1・2

男女共同参画講座 「あなたを守る護身術」 東大和警察署生活安全課長　石動 修　他 H27.11.18 1・2

職員研修
　「男女共同参画社会の形成研修」　産休・育休取得後の円滑な職場復帰及びキャリア形成に関する支援
・経験職員の経験談や意見交換

菅沼真奈美（男女共同参画苦情等処理委員） H28.2.3 4

清 瀬 市 女性のココロとからだの講座
３０代だからこそ考える女性の健康貯金
第１回３０代女性に知ってほしい女性の健康づくり講座

ジェンダーメディカルリサーチ代表取締役
宮原　富士子

H27.5.17 3

女性のココロとからだの講座 第２回ココロとからだをほぐすピラティス
更年期フィジカルケアインストラクター
永田　京子

H27.5.30 3

男女共同参画週間記念事業 ずっと居場所がほしかった～ＪＫビジネスから見える関係性の貧困～ 社団法人Ｃｏｌａｂｏ代表 仁藤　夢乃 H27.6.27 3

男女平等参画子育て講座 子どもたちの声を聞く　　～虐待や貧困のなか育った子どもたちの支援を通じて～
アフターケア相談所「ゆずりは」所長　高橋
亜美

H28.1.22 3

男性の生き方を考える講座 男性介護１３０万人時代を生きる～ケアメンの実態から明日の介護を考える～ 立命館大学教授　津止正敏 H28.1.19 3

アイレック出前講座 「防災と男女共同参画」（グリーンタウン清戸団地管理組合） 講師　福田　紀子（男女共同参画センター長） H27.10.16 3

アイレック出前講座 「防災と男女共同参画」手話サークルフォローアップ講座 講師　福田　紀子（男女共同参画センター長） H27.11.27 3

2015（第20回)アイレックまつり 【しゃべり場】「アイレックとわたしの２０年」 講師　牛島光恵 H27.10.10 3

2015（第20回)アイレックまつり
【映画】『毎日がアルツハイマー』
【監督トーク】関口祐加監督のトーク

関口祐加監督 H27.10.10 3

2015（第20回)アイレックまつり
【音楽】手を組めば新しい音
清瀬から響け人権と平和と愛のメロディ

清瀬室内合唱団・松村美和子・福本茜紗（伴
奏）・ハーモニー999・城野兼一 H27.10.10 3

2015（第20回)アイレックまつり 【子ども】　人権かるたをとろう H27.10.10 3

2015（第20回)アイレックまつり 【講演会】 男女共同参画の２０年とわたし 落合恵子 （作家・クレヨンハウス主宰） H27.10.10 3

沿線３市男女共同参画連携事業 映画「エンディングノート」の上映会 H27.7.4 3

沿線３市男女共同参画連携事業 映画「ぺコロスの母に会いに行く」の上映会と講演会 伊藤　比呂美（詩人） H27.7.26 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 72
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(清瀬市つづき） 沿線３市男女共同参画連携事業 絵本にメロディーをのせて歌う「えほんうたライブ♪」
西村　直人　（音楽療法士、パパ‘S絵本
プロジェクトメンバー）ＤＪあっくん（音
楽家・電子音楽アーティスト）

H27.7.18 3

沿線３市男女共同参画連携事業 終活セミナーと樹木葬バスツアー
東洋大学教授　NPO法人エンディンセンター
井上　治代

H27.11.7 3

沿線３市男女共同参画連携事業 片山善博さんが語る「男性にとっての男女共同参画」
慶應義塾大学教授元鳥取県知事
片山　善博

H28.1.17 3

女と男の参画セミナー プロの編集者から学ぶ「思わず読みたくなる記事を書く」　　～文章講座～ 編集者　　町田民世子 H27.8.27、H27.9.10、H27.9.24 3

人権週間記念事業 セクシュアル・マイノリティってなに？多様な生き方を認め合うために
NPO法人共生社会をつくるセクシュアルマイノ
リティ支援全国ネットワーク　原ミナ汰　大賀
一樹

H27.12.6 3

アイレック関係者研修会 男女共同参画の現状について 福田　紀子（男女共同参画センター長） H26.12.9 3

女性の自立支援講座 パソコン講習会　(エクセル入門) IT講習学習アドバイザー
H28.1.19、H28.1.20、H28.1.26、

H28.1.27
3

女性の自立支援講座 現在の就職状況とライフプラン・履歴書の書き方と面接についての講座 小澤　佳代子（キャリアカウンセラー） H28.2.3、H28.2.10 3

東 久 留 米 市 センター主催講座 シネマdeおしゃべり -
H27.5.22・23、H27.7.17、H27.9.4・5、

H27.11.14
3

センター主催講座 もっと、一人ひとりが輝く社会を－おさらい　男女共同参画 名取　はにわ H27.6.27 3

センター主催講座
防災まちづくり学校公開講座「男女共同参画の視点から考える減災対策　～あなたと、あなたの家族を守るために
～」

池上　三喜子 H27.10.21 3

センター主催講座
＜法律・制度を知ろう　No.４＞「遺言・相続・成年後見について」（１） 相続・贈与・遺言の
法律知識

清水　光子 H28.1.22 3

センター主催講座
＜法律・制度を知ろう　No.４＞「遺言・相続・成年後見について」（２）成年後見の法的知識

中西　紀子 H28.1.29 3

センター主催講座 子育て中の方向け　すぐに実践できる防災講座 宮丸　みゆき H28.3.11 3

センター主催講座 民生委員・児童委員向け出前講座「性に悩む子どもたちの声が聞こえますか。～電話相談からみえてきたこと～」 原　ミナ汰 H28.3.23 1

市主催講座（複数主催者） ミニブルーム交流カフェ 仁木　レナ H27.11.19 3

市主催講座（複数主催者） 女性のための再就職支援セミナー＆個別相談会 萩野　智美 H27.12.17 3

ひがしくるめ女性起業・創業支援事業 スキマ時間でもできるわたしたちの働く場づくり 吉田　秀子 H27.10.17 3

ひがしくるめ女性起業・創業支援事業 ミニ交流会　vol.1 宮武　まきこ H27.12.5 3

ひがしくるめ女性起業・創業支援事業 「“起業の種”を見つけよう！」(２回連続講座)木曜コース・土曜コース
①浅川 絢子
②上田 洋平

木曜コースH28.1.21,1.28
土曜コースH28.2.6,2.13

3

ひがしくるめ女性起業・創業支援事業 ミニ交流会　vol.2 後藤　佑季、天野　麻衣 H28.2.13 3

ひがしくるめ女性起業・創業支援事業 女性起業家応援企画(講座＋交流会）「聞いてみよう！話してみよう！～起業家お悩み解決セミナ～」 大江　栄 H28.3.6 3

沿線３市連携事業 イクメンスクール　パパすごい！初めてのバルーンアート こたぱぱ H27.7.4 3

沿線３市連携事業 写真ワークショップ　パパ 父 お父さんの一日　（連続３回） 落合　由利子、福田　弘一 H27.8.1,8.22,9.12 3

沿線３市連携事業 トークセッション　いま、働くこと育てること 落合由利子、牧裕子 H27.10.4 3

男女平等推進センター主催・市民企画講座
自分らしい働き方を見つけたい！－起業・在宅ワーク……、多様な働き方から、あなたに合った生き方を探しませ
んか

宮本　直美 H27.11.28 3

男女平等推進センター主催・市民企画講座 カラフルライフ～じぶんらしさってなんだろう～ 杉山文野 H27.12.5 3

男女平等推進センター主催・市民企画講座 ストレスを理解し上手くつき合う～心と身体が元気になるエンパワメント講座～ 辻村　千枝子 H28.1.23 3

男女平等推進センター主催・市民企画講座 表現力ＵＰ入門～自分を大切にするはじめの一歩」～ 花崎　攝 H28.2.18 3

男女平等推進センター主催・市民企画講座 私のトリセツ作りましょう 増川　ねてる H28.2.22 3

武 蔵 村 山 市 男女共同参画センター自主事業 ダッチオーブンでつくる男の野外メシ 杉本崇 H27.4.19 3

男女共同参画センター自主講座 パパ子でつくろう母の日に贈るありがとう料理 滝村雅晴 H27.5.9 3

男女共同参画センター自主講座 手作り石鹸講座 新井奈々子 H27.5.21 3

男女共同参画センター自主講座 美と健康のためのプチ起業フェスタ － H27.5.31 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 73
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10　講演会・講座等の状況(27年度実績）

（ 武 蔵 村 山 市 つ づ き ） 男女共同参画センター自主講座 俺庭（おれにわ）、村山！ 山田義高 H27.5.31 3

男女共同参画センター自主講座 はじめてみよう！ホームページ講座 佐藤宏樹 H27.6.4、18 3

男女共同参画センター自主講座 ＹＯＵ・Ｉフォーラム　強さは優しさ「柔道から学んだこと」 山口香 H27.6.5 3

男女共同参画センター自主講座 備えあれば憂いなし！地域×防災 小原朗敬 H27.6.28 3

男女共同参画センター自主講座 映画上映「うまれる、ずっといっしょ」 － H27.7.5 3

男女共同参画センター自主講座 はじめてみよう！Ｆａｃｅｂｏｏｋ 佐藤宏樹 H27.7.8 3

男女共同参画センター自主講座 わたしたちの中にあるカタチ～アートを通じて交流しよう 堀内梨絵 H27.7.11 3

男女共同参画センター自主講座 孫育て講座～なぜ、今「孫育て」なのか ぼうだあきこ H27.7.15 3

男女共同参画センター自主講座 夏色ブレスレット作り 南葉子 H27.7.16 3

男女共同参画センター自主講座 しなやか大人のバレエ・エクササイズ 関根清、関根実紀子 H27.8.22 3

男女共同参画センター自主講座 作って学ぼう！「ゆーあい夏祭り」 米田実季 H27.8.23 3

男女共同参画センター自主講座 納涼カラオケ大会 － H27.8.30 3

男女共同参画センター自主講座 映画上映「空飛ぶ金魚と世界の秘密」 南葉子 H27.9.12 3

男女共同参画センター自主講座 イクボス講演会「腹をくくろうぜ！」 川島高之 H27.9.27 3

男女共同参画センター自主講座 「緑を彩る」体と絵具を大胆に使ったライブペインティング 堀内梨絵 H27.10.3 3

男女共同参画センター自主講座 映画上映「Ｇｉｒｌ　Rising」 - H27.10.10、11 3

男女共同参画センター自主講座 日曜大工入門　組立ＤＩＹ講座 杉本崇 H27.10.25 3

男女共同参画センター自主講座 プチ起業フェスタ～ハンドメイドマーケット～ 小野春奈 H27.10.29 3

男女共同参画センター自主講座 アートな帽子づくり 堀内梨絵 H27.10.7 3

男女共同参画センター自主講座 働くママを応援！パパ子で作るおうちのごはん☆」 鈴木郁子 H27.11.8 3

男女共同参画センター自主講座 ステンドグラスづくり 南葉子 H27.11.19 3

男女共同参画センター自主講座 伝える！伝わる！理解する！男性のためのコミュニケーション講座「女って、、、わからねぇぇぇ」 杉本崇 H27.11.19 3

男女共同参画センター自主講座 クリスマスワークショップ「オーナメント作り」 堀内梨絵 H27.12.5 3

男女共同参画センター自主講座 簡単！ひと手間で毎日おいしい簡単レシピ グループアぺ H27.12.6 3

男女共同参画センター自主講座 プロが教える掃除術 東建社 H27.12.20 3

男女共同参画センター自主講座 男も女もメリハリボディメイク 健成会 H28.1.17 3

男女共同参画センター自主講座 シングルマザーのためのお仕事相談会 マザーズハローワーク立川 H28.2.23 3

男女共同参画センター自主講座 桃の節句をいろどる！フラワーアレンジメント 峰岸喬 H28.2.27 3

男女共同参画センター自主講座 映画上映「何を怖れる フェミニズムを生きた女たち」 桜井陽子 H28.3.6 3

男女共同参画センター自主講座 メディアリテラシー講座～もう踊らされない・惑わない～ 佐藤広樹 H28.3.8 3

男女共同参画センター自主講座 子育て世代の今！考える！～ライフプランから見る家族の在り方～ 杉本崇 H28.3.10 3

男女共同参画センター自主講座 女性のライフステージ～より素敵な自分に代わるステップUP～ 杉本崇 H28.3.12 3

男女共同参画センター自主講座 親子で工作＆子育てお役立ち講座 三好亜紀子・田崎吉則・小森健一 H28.3.21 3

男女共同参画センター自主講座 ロコモの原因となる骨粗しょう症を予防しよう　骨や筋肉の「素」は毎日の食事から グループアぺ H28.3.26 3

多 摩 市 ＴＡＭＡ女と男がともに生きるフェスティバル2015
男性のための料理教室
夏の献立～魚料理と混ぜご飯～

今井靖人 H27.6.27 3

ＴＡＭＡ女と男がともに生きるフェスティバル2015 <講習会>ハラスメントにあった時のコミュニケーションと護身術を身につけよう 橋本明子 H27.6.27 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 74
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10　講演会・講座等の状況(27年度実績）

(多摩市つづき） ＴＡＭＡ女と男がともに生きるフェスティバル2015
どんな社会がほしいのか？「女性活躍社会」のウソとホント～上野千鶴子氏講演会と阿部裕行多摩市長との対談
～

上野千鶴子 H27.6.28 3

東京しごとセンター多摩・多摩市共催事業 女性のための再就職支援セミナー「今日からできる働くためのコミュニケーション術in多摩市」 上田晶美 H27.9.8 3

ＴＡＭＡ女性センター市民運営委員会企画事業 ～もう被害者ではいられない～　子ども時代からの虐待・ＤＶを乗り越えるスキルと護(心）術 橋本明子 H27.11.14 3

ＴＡＭＡ女性センター市民運営委員会企画事業 講演会「どうして私は働きづらいの　～一緒に考えてくれる人がいるよ～」 伊藤みどり H27.12.6 3

第11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

講座「パパ写真撮って！」 桑原昌之 H28.1.16 3

第11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
インドネシアの代表的な料理“ナシゴレン”に挑戦！

麻生ニラス H28.1.24 3

ＴＡＭＡ女性センター登録団体企画事業 知らなきゃ損々！多摩市の男女平等条例
浅倉むつ子
広岡守穂

H28.1.30 3

ＴＡＭＡ女性センター登録団体企画事業 パパとママの意識が変わる！！しらふ居酒屋会議
田所喬、橋謙太、
仲木威雄

H28.2.6 3

男女平等職員研修（管理職対象） 女性活躍推進法と特定事業主行動計画から学ぶ管理職の役割 内藤 和美 H28.2.12 4

ＴＡＭＡ女性センター・子育て支援課共催事業 ひとり親家庭の生活応援講座 渋谷武子 H28.2.20 3

TAMA女性センター・市民生活課共催事業 性的マイノリティの人権 特定非営利活動法人ReBit H28.3.22 3,4

ＴＡＭＡ女性センター主催事業 子育て中のキャリアアップ！女性のためのパソコン初級講座 東隆史 H27.10.29,H27.10.30 3

ＴＡＭＡ女性センター市民運営委員会企画事業 女性の生き方を見つめて　～自己主張トレーニング～ 河野貴代美 H27.5.16,H27.5.30,H27.6.13 3

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、私たちにできること さこうまさこ、千野洋見、近藤恵子 H28.2.16,H28.2.24,H28.3.9,H28.3.15 3,4

ＴＡＭＡ女性センター市民運営委員会企画事業 ファシリテーター養成講座～その話し合い、なぜまとまらない？～ 岩嶋寿子 H28.3.5,H28.3.19 3

稲 城 市 男女平等推進セミナーⅠ 主夫になってはじめてわかった主婦のこと 中村　シュフ H27.9.5 3・4

男女平等推進セミナーⅡ ～主婦の再就職応援講座～面接で受かる人になる 上田　晶美 H27.9.30 3

女と男のフォーラムいなぎ2016 「らしさ」にとらわれていませんか～男性学の視点から日常の「あたり前」を見つめ直す～ 田中　俊之 H28.2.28 3

羽 村 市 第31回女と男、ともに織りなすフォーラムinはむらプレイベント 介護とわたし　～わが街「はむら」で介護をしていくために～ 河﨑広一、小林浩一 H27.10.4 3

第31回女と男、ともに織りなすフォーラムinはむらメインイベント 介護とわたし　～仕事と介護を両立していくために～ 新田香織 H27.11.21 3

ミニブルーム交流カフェ 料理の力で人々を笑顔に！～心と体を健康にする料理研究家の毎日～ 角田真秀 H27.11.6 3

女性向けセミナー 私らしく輝く！再就職へのファーストステップin羽村 那須美和 H27.12.4 3

男女共同参画研修会 女性が輝くためのコツと本音　～女性の力を活かして元気な地域社会をつくるために～ 吉田恭子、長島剛、広岡守穂、中央大学学生 H27.6.25 1・2

男女共同参画研修（職員研修） ワーク・ライフ・バランスを推進するためのビジネススキルアップ研修 八坂貴宏 H28.3.8 4

再就職支援セミナー 働くための「自分時間」の作り方 堤香苗 H28.3.18 3

あ き る 野 市 第１９回女と男のライフフォーラムinあきる野 共に生きる社会へ 薮本雅子 H28.2.6 3

西 東 京 市 第8回パリテまつり
（１）講演会
出会いこそ、生きる力

サヘル・ローズ H28.2.7 3

第8回パリテまつり

（２）講座・体験会・ワークショップ
講座Ⅰ｢平和でなければ、落語で笑ってもらえません！｣、講座Ⅱ｢男女がともに元気でやさしく生きるヒント～看護を
通して見えたもの～｣、講座Ⅲ「インドネシアの多彩な踊りと文化を知ろう」、講座Ⅳ「学校では教えてくれない人生と
お金の話」、体験会Ⅰ「パソコン体験会　パソコンで音楽をつくろう」、体験会Ⅱ「つくってあそぼう」、体験会Ⅲ「パパ
の初めてのバルーンアート講座」、体験会Ⅳ「パソコン体験会　クラウドと安全に付き合う方法」、体験会Ⅴ「はじめ
ての自力整体」、ワークショップⅠ「女性が輝いて生きる社会とは？～女性と貧困～」

講座Ⅰ 古今亭菊千代、講座Ⅱ 宮子あずさ、
講座Ⅲ 高橋ニナオミ、講座Ⅳ 中川原孝、体
験会Ⅰ 村上和光、体験会Ⅲ えんでぃ～、体
験会Ⅳ 河村幹夫、体験会Ⅴ 森崎文子、ワー
クショップⅠ 白神優理子

Ｈ28.2.6、Ｈ28.2.7 3

男女共同参画週間講演会 大沢真知子さんが語る女性が活躍するための手引き 大沢真知子 H27.6.27 3

女性に対する暴力をなくす運動週間講演会 他人事ではない、災害時のＤＶ問題を考える 八幡悦子 H27.11.21 3

自立支援講座６回連続
①タッピングタッチ～こころとからだのリラクゼーション～②アートでリフレッシュ！～こころとからだに深呼吸～③こ
れってモラハラ？～こころとからだに与えるマイナスの影響～④アートでリフレッシュ！～こころとからだに深呼吸～
⑤もしも離婚となったら～知っておきたい法知識～⑥タッピングタッチ～こころとからだのリラクゼーション～

➀⑥更科幸一②④森紀美子③本田りえ
⑤山崎新

①H27.9.28②H27.10.9③H27.10.13
④H27.10.22⑤H27.10.27⑥H27.11.16

3

啓発講座 減災と男女平等参画 浅野幸子 H27.7.3 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 75
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10　講演会・講座等の状況(27年度実績）

( 西 東 京 市 つ づ き ） 啓発講座４回連続

アラ還世代の男塾～さらなる自分を見つめて～
①知ってほしい！見て歩く西東京市の都市農業、特色ある農業の実践②地域の食を知ろう～地産材料をつかった
美味しいピザに挑戦～③池田干城さん「地域活動の醍醐味」を語る④西原自然公園観察会～よみがえらせる自然
の生体系　雑木林の更新～

①②奥田明子、③④池田干城
①H27.7.8②H27.7.15
③H27.7.24④H27.7.29

3

啓発講座６回連続 ノーバディズ・パーフェクト ＮＰＯ法人ワーカーズ・コレクティブちろりん村
H27.9.3、H27.9.10、H27.9.17、
H27.9.24、H27.10.1、H27.10.8

3

啓発講座（2回） ほっと一息！てしごとカフェ　①花のコサージュづくり　②コラージュアートづくり 齋藤美樹 ①H27.10.6　②H27.10.29 3

啓発講座 ８時間睡眠のウソ 三島和夫 H27.10.31 3

啓発講座 今を知る性的マイノリティへの理解 ＮＰＯ法人ＲｅＢｉｔ H27.11.12 3

啓発講座 子どもたちの性を大切に 染谷明日香 H28.3.8 3

啓発講座（2回） ほっと一息！てしごとカフェ　①ハニカムボールの製作　②雪柄コースターの製作 齋藤美樹 ➀H26.12.1②H27.1.10 3

啓発講座 男子校・女子校ってどんなところ おおたとしまさ H26.12.20 3

瑞 穂 町 男女共同参画推進事業講演 老楽支度～老後の不安をワクワク感に～ 太田知子 H28.1.24 3

ファミリー・サポート・センター提供会員養成講習会 障がいのある子どものサポートについて 川西　邦子 H27.11.20 1

ファミリー・サポート・センター提供会員養成講習会 「保育の心」 下田　智子 H27.12.21 1

ファミリー・サポート・センター提供会員養成講習会 子どもの心の成長と保護者の関わり方 横内　弥生 H28.1.22 1

ファミリー・サポート・センター提供会員養成講習会 応急救護講習 福生消防署員 H28.2.16 1

ファミリー・サポート・センター交流会 体のゆがみを知り、健康に自信を持つ（不安を無くす）！ 長　正史 H28.3.8 1

お母さんのはあとタイム 日頃の子育てについて育児の楽しさや悩み等を話しあう - H27.6.5 1

お母さんのはあとタイム 日頃の子育てについて育児の楽しさや悩み等を話しあう - H28.2.23 1

要保護児童対策地域協議会講演会 DVが子どもに与える影響と地域で取り組む心理的ケア 東京ウィメンズプラザ相談員 H28.3.8 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 3

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 H27.8.18, H27.9.5, H28.3.26, H28.3.28 3

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PARＴ6～

乳幼児向けの食育 矢高　由美子 H27.11.25 1

交流分析入門講座 やさしい心理学を学び、子育ての役に立ててもらう 石川　任
H28.1.27, H28.2.10, H28.2.17,

H28.2.24, H28.3.2
1, 2

子どもとママのふれあいフィットネス 小さいお子様と保護者の方の友達作り、お母さんのリフレッシュ、自主サークル「わんぱくクラブ」の紹介 中野　睦 H28.3.8 3

日 の 出 町 日の出町男女共同参画事業　講演会 いつまでもイキイキ！楽しく生きてこそ 小谷　あゆみ H28.2.27 1・2

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 76


