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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

講座「ほめる達人になって、コミュニケーション上手になろう！」（全２回） 川端勢至、樫村学 H28.5.18、H28.5.21 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

男女共同参画週間企画講演会「近代日本のパイオニア広岡浅子－女性高等教育の夢」 吉良芳恵 H28.6.28 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「子育てをゆるやかに支える　こども食堂」 近藤博子 H28.9.7 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「職場で、学校で、私自身の性を生きる」（全２回） 三戸花菜子、川田篤 H28.10.27、H28.11.2 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

メディアリテラシー向上のための講座「高校生のためのネット・スマホ安全講座―ネット依存・ラインのいじめ・セル
フィーでの情報流布を防ぐ―」

遠藤美季 H28.11.7 2

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「女性のうつ　夫婦や家族と一緒に乗り切る方法」 吉野一枝 H29.3.15 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 子育てパワーアップ講座　「子どもの自尊心が育つ関わり方を学ぶ」 瀬川未佳 H28.10.15 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 講座「マタハラの乗り切り方と防止策」 宮田祐子 H28.10.25 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 講座「傷ついた心のセルフケア」（全２回） 高橋郁絵 H28.11.22、H28.11.29 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 講座「心の筋肉を鍛えてストレスを減らす」 越川房子 H28.12.2 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「これから大人になるあなたへ　自分を大切にする人間関係」 栄田千春 H29.2.22 2

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

女性の起業スタートアップ講座（全３回）
石川アサ子、加藤英明、白旗眞生、鈴木美里
佳、円山カヲリ

H28.7.1、H28.7.6、H28.7.20 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「パパと一緒に楽しもう　絵本＆バルーンアートで子どもと遊ぶ」 奥平亨、田崎吉則 H28.8.6 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

講座「産後ハッピーライフのつくりかた」 渡辺大地 H28.8.20 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「ソーシャルメディアを120%活用する情報発信技術―起業やスキルアップのために」（全２回） 今井房子 H29.2.1、H29.2.3 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「育児と介護　ダブルケアへの備え」 植木美子 H29.2.15 3

職員研修 女性カレッジ～アサーティブ・コミュニケーション 大串　亜由美 Ｈ29.1.11、H29.2.14、H29.3.9 4

職員研修 女性カレッジ～ワールドカフェ編 水野　順子 H29.3.17 4

職員研修 ハラスメント～セクハラ・パワハラの定義、ハラスメントのない職場づくり、職場リーダーとして 田代　尚子 H28.7.26 4

職員研修 イクボス講習会 東　浩司 H29.2.15 4

中 央 区 男女共同参画講演会 地域で活躍！イキイキセカンドライフ 松本　すみ子 H29.2.11 3

男女共同参画講座 傷ついた心のケア講座～女性のための自己表現トレーニング～ 松田　知恵 H28.10.1、H28.10.15 3

男女共同参画講座 会議が変わる！ミーティング力アップ講座 杉村　郁雄 H28.11.16、H28.11.30 3

男女共同参画講座 企業が取り組む介護支援～大切な人材を離職させないために～ 和氣　美枝 H29.1.25 3

男女共同参画講座 いい寝！ベストコンディションを保つための睡眠 東京西川スリープマスター H29.2.8 3

男女共同参画講座 ～いつも、キミと一緒だよ！～パパ・じぃじの手作りプレゼント 石澤　彰一 H29.2.25 3

男女共同参画講座 ～今日から始める～男の料理入門 小山　朝子 H29.3.4 3

女性のための再就労支援講座
働く女性のライフプラン
給与のしくみとマネープラン

栗原　知女 H28.5.19 3

女性のための再就労支援講座
聞き上手・話し上手のスキル
職場のストレス対策

栗原　知女 H28.6.9 3

女性のための再就労支援講座 パソコンスキル初級 Word、Excelの基本の「き」 日浦 敬子 H28.7.14 3

女性のための再就労支援講座 パソコンスキル中級 日浦 敬子 H28.9.15 3

女性のための再就労支援講座
できる女のロジカルシンキング
適職を見つけてチャレンジしよう

栗原　知女 H28.10.6 3

女性のための再就労支援講座
仕事の「段取り力」が決め手です
頼れる情報源・女性しごと応援テラス

栗原　知女、女性しごと応援テラス職員 H28.10.20 3

10　講演会・講座等の状況(28年度実績）
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女性のための再就労支援講座
信頼を勝ち取るコーチング力
「受かる履歴書」の書き方を学ぶ

栗原　知女 H28.11.10 3

女性のための再就労支援講座
就職後も役立つ、ワンランク上のコミュニケーションスキルを身に付ける
これだけやっておけば安心　受かるための面接対策

栗原　知女 H29.1.12 3

女性のための再就労支援講座
社内外の人間関係を円滑にするビジネスマナーの基本と応用
豊富な事例から学ぶ「受かる」履歴書と職務経歴書の書き方

栗原　知女 H29.2.16 3

男女共同参画セミナー ～ライフイベントで考える～働く女性のライフプランとメンタルヘルス対策 佐藤　道子、矢島　新子 H28.10.21、H28.10.25 3

（中央区つづき） 男女共同参画セミナー これからのパートの働き方～知っておきたい法律、各種保険のポイントとスキルアップ・キャリアアップ事例～ 川端　重夫、平田　未緒 H29.2.20、H29.2.21 3

ワーク・ライフ・バランスセミナー 企業の成長に女性社員を活かす！職場環境と人事制度のつくり方 吉田　寿 H28.7.14 3

ワーク・ライフ・バランスセミナー 人材の確保と定着に向けた総額人件費コスト適正化セミナー 伊藤　善廣 H28.9.12 3

講演と映画のつどい
【講演】「日本家族はどこにいく」
【映画】ぼくたちの家族

山田　昌弘 H28.7.9 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」 あかりの魔法で暮らしを変える！いつもの空間を少しのアレンジで彩りある生活に 村角　千亜希 H28.5.18 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」 お家でお子さんと楽しめる本物みたいにかわいいマカロンせっけん作り 三浦　節子 H28.7.20 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」 今、ひそかなブーム！～大人の塗り絵で癒しのひとときを～ 藤岡　敬三 H28.9.21 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」 魔法のぐっすり絵本『おやすみ、ロジャー』で学ぶ快眠のひけつ！ 三橋　美穂 H28.11.16 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」 寒い日に心がほっこりする　おいしい紅茶のいれ方 稲場　恵子 H29.1.18 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」 ～春の訪れを感じる！～おいしくて簡単な和菓子作り教室 安田　由佳子 H29.3.15 1

中央区イクメン講座 楽しく学ぶレゴ講座～『遊び』を『学び』に変える3つのポイント～ 奥松　亮二 H28.9.24 1

中央区イクメン講座 休日にママと子どもを喜ばせたい簡単！ パパが作る本格ピッツァ講座 竹内　絢香 H28.11.19 1

中央区イクメン講座 収穫が待ち遠しい！家族一緒に春から始めるベランダ菜園講座 小島　勉 H29.2.18 1

水曜イブニングトーク 築地で働く元気な５代目すべりにくい長靴を守る 伊藤　嘉奈子 H28.7.6 3

水曜イブニングトーク 「女流初代そば打ち師」父の背中と江戸の味 鵜飼　千代 H28.8.3 3

水曜イブニングトーク 聖路加国際大学で働く～病院だけじゃない看護師の職場～ 髙橋　恵子 H28.9.7 3

水曜イブニングトーク 「元祖　けんせつ小町」 建設業で働く女性たち 西岡　真帆 H28.10.5 3

男女共同参画リーダー研修 千葉県木更津市みち案内人協会の方との町巡りや交流など － H28.10.18、H28.10.31 1・2

男女共同参画事業団体支援助成 これを知ったら、必ず誰かに話したくなる！深くて、楽しくて、ちょっと怖い、漢字の世界 天遊 H29.2.4 1・2

事業協力スタッフ養成講座 男女共同参画講座・講演会の基礎知識など － H28.7.13～H29.3.15（7日間） 1・2

港 区 男女平等参画推進講座 子育ても自分も大切にしたいママのための4日間講座
西村 純子、横山 恵美、猪村 亜紀、福田
潔子

H28.4.21、28、5.12、19 1.2

男女平等参画推進講座 35歳からの出産を自分らしく～パートナーと一緒に考えよう！～ 鴨下　桂子 H28.5.28 1.2

男女平等参画推進講座 家族一緒に考える、育休復帰講座 山口　理栄 H28.6.4 1.2

男女平等参画推進講座 これってブラック？～アルバイトでも大切にされる働き方を求めて～ 佐々木　亮 H28.6.7 1.2

男女平等参画推進講座 自分らしい終活のススメ～遺言、葬儀、お墓などを考える～ 井上　治代 H28.6.10 1

男女平等参画推進講座 働く人のストレス度チェックとメンタルヘルス講座～女性も男性も自分らしくあるには～ 片岡　実佐子 H28.6.19 1.2

男女平等参画推進講座 男女平等参画フェスタ　講演会：ヤマザキマリの人生壁知らず ヤマザキマリ H28.6.25 1.2.3

男女平等参画推進講座 女性リーダー・管理職入門講座～組織を動かすあなたになるために～ 小林　京子 H28.7.4.11 2

男女平等参画推進講座 女性のリーダーシップが社会を変える　～女性版ダボス会議GSWフォーラム2016報告会 アイリーン・ナトヴィダド他 H28.7.13 1

男女平等参画推進講座 女性と離婚　～正しい情報をもとに、納得のいく選択を～ 服部　由子、広瀬　めぐみ H28.7.14 1

男女平等参画推進講座 女性だからって仕事の夢をあきらめない　～先輩たちの声を聞いてみよう～
首藤　若菜、原田　萌、松下　尚美、鈴木　宏
美

H28.7.24 1

男女平等参画推進講座 多様な性・LGBT　～親・友人から始める支援者入門講座～ 小林　りょう子 H28.8.6 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 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(28年度実績）

男女平等参画推進講座 ～プレ就活生に送る～しあわせに働くための企業選びと働き方講座
新津　尚子、望月　幸美、麻田　有希、宮坂
知子

H28.8.26.29.9.5 3

男女平等参画推進講座 ワークショップ・いのちの持ち物けんさ　～難民のこと・他人のことを自分に引き寄せて考える～ 川畑　真帆 H28.9.3 1

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 H28.9.24.10.1 1

男女平等参画推進講座 日本の歴史をジェンダーの視点でながめてみれば 平井　和子 H28.10.2 1

男女平等参画推進講座 女性のキャリア支援のプロによる　女性のための再就職支援セミナー+就職面接会 上田　晶美、二本柳　聡美 H28.10.4.7.11.14.20 1

男女平等参画推進講座 女性活躍推進セミナー　～働き方を変える必要がある今だから～ 浜田　敬子、蘆野　健 H28.10.19 1.2

（ 港 区 つ づ き ） 男女平等参画推進講座 助成金活用術！　～資金補助と活動支援をうけて、やりたいことを実現する～ 田代　純一 H28.10.21 1

男女平等参画推進講座 知って安心！　働くパパとママのはじめての保育園準備講座
普光院　亜紀、八塩　陽介、八塩　紗紗、堀内
淳志、堀内　響子

Ｈ28.10.22、10.29 2

男女平等参画推進講座 小1の壁は家族で乗り越えよう！初めての小1＆放課後ライフ入門講座～
大木　奈津枝、水上　裕康、水上　薫、関根
久仁子

Ｈ28.10.30、11.13 2

男女平等参画推進講座 老いを生きることの知　～車椅子ダンスと介護ロボット
館 かおる、四本 信子、八木 江里、山本
一葉

H28.11.11 1

男女平等参画推進講座 体験型ワークショップ：『ボタンアートでつくる、暴力防止のシンボル・パープルリボンマーク』 男女平等参画センター　コーディネーター H28.11.17 1

男女平等参画推進講座 イクボス講演会『イクボスとWorkとLifeのいい関係』～今までのボス、これからのボス～ 川島　高之 H28.11.17 1

男女平等参画推進講座 DV加害者は変われるか？　～更生教育プログラムの実践から見えてきたもの～ 山口　のり子 H28.11.23 1

男女平等参画推進講座 Ｆｌｙｉｎｇ　Ｊａｃｏｂ（空飛ぶヤコブ）を作ってスウェーデンの生活を知る スべン・オストベリ、アップルヤード　和美 H28.11.23 1

男女平等参画推進講座
Earthquake Preparedness Workshop for Inｔernational Families2016（日本に住む外国人家族のための防災講座
2016）

木村　素子 H28.11.29 1

男女平等参画推進講座 はじめの一歩　～あらゆる女性のための政治講座 三浦　まり H28.12.7 1

男女平等参画推進講座 著者に聞く話題の本講座・男性から発信する『男性の非暴力宣言　ホワイトリボン・キャンペーン』 安藤　哲也 H28.12.10 1

男女平等参画推進講座 がんと就労を考える講座　～もし、がんが見つかっても仕事を続けるために 岡山　慶子、荒木　葉子 H28.12.15 1

男女平等参画推進講座 映画上映会＆トーク　『女を修理する男』 米山　正子、Fabio Pompetti、華井　和代 H29.1.8 1

男女平等参画推進講座 ある日介護は突然に！　どう始まる？親の介護、介護保険を知り、キーパーソンは誰かを考える 中村　寿美子 H29.1.23 1

男女平等参画推進講座 女性のための再就職支援講座 菅原　とも子 Ｈ29.1.24.31 1

男女平等参画推進講座 職場のハラスメントから自分を守るための講座 厚井　久弥 H29.1.26 1

男女平等参画推進講座 国連-ＵＮ　Women-の取り組みから学ぶ世界と日本のジェンダー平等理解講座 結城　直子 H29.2.9 1

男女平等参画推進講座 上野千鶴子さんに学ぶ　アラフォー・シングル女性のこれからの生き方 上野　千鶴子 H29.2.22 1

男女平等参画推進講座 パパとママのための、みなと子連れ・アクティブ防災Ⓡ講座～つながりは一番の備えです～ 小暮　裕美子 H29.2.25 1

男女平等参画推進講座 ディズニーアニメで読み解くメデイァ・リテラシー　～プリンセスはどう描かれたか～ 国広　陽子 H29.2.26 1

男女平等参画推進講座 これであなたの職場復帰も安心！　育休復帰応援イベント 堀江　由香里、参納　初夏、小早川　優子 H29.3.7 1

男女平等参画推進講座 自分でつくり自分で動かす　～犬型ロボット・Puppyをプログラミングで～ 芝浦工業大学女子学生 H29.3.18 1

男女平等参画推進講座 女性が働きやすい国！　ニュージーランドのパパと作るクッキー トム・ピアース H29.3.18 1

男女平等参画推進講座 オリンピック　東京1964から東京2020へ　飛躍する女性たち 三ツ谷　洋子、東明　有美 H28.10.10 1.2

【企業向】　出前講座（相手先に出向いて実施する講座） 自立自走のキャリアプラン講座　「”ＭＹ リーダーシップ”に磨きをかける　自分の活かし方・育て方！」 西村　統行 H28.7.6 1

【企業向】　出前講座（　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　） ハラスメント予防研修 大西　紀子 H28.7.23 1

【企業向】　出前講座（　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　） 多様な性を生きる　～ＬＧＢＴを知っていますか？～ 中山　貴将 H28.11.16 1

【企業向】　出前講座（　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　） 職場のメンタルヘルスケア 碇　明生 Ｈ2811.22 1

【企業向】　出前講座（　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　） ワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）の正しい理解と社労士の役割を考える 新田　香織 H28.11.30 1

【企業向】　出前講座（　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　） 一億総活躍時代の働き方　～”イクボス”社会でのあり方を考える 尾形　和昭 H29.1.20 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 51
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（ 港 区 つ づ き ） 【保育園向】出前講座（　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　） 虐待への気づきと対応講座 廣瀬　久美子 H28.12.17 1

【保育園向】出前講座（　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　） 子育てサポート講座　「気持ちを育てることばかけ」 片岡　容子 H29.1.14 1

団体育成支援事業（登録団体ごとに実施する講座） 男女平等、人間平等　世界では、日本では、港区では
男女平等参画センター　事業推進チームリー
ダー

H28.5.27 1

団体育成支援事業（　　　　　　　〃　　　　　　　　　　） マララ　～教育を求めて闘う少女～
男女平等参画センター　事業推進チームリー
ダー

H28.5.30 1

団体育成支援事業（　　　　　　　〃　　　　　　　　　　） ＵＮ Ｗｏｍｅｎ　エマ・ワトソンさんのスピーチから見えること
男女平等参画センター　事業推進チームリー
ダー

H28.9.24 1

新 宿 区 男女共同参画講座 女性の視点で取り組む防災 浅野　幸子 H28.9.30 3

男女共同参画講座 働く女性のトリプルハッピー 森本　千賀子 H28.10.22 3

男女共同参画講座 祖父母塾・入門編 ぼうだ　あきこ H28.12.1 3

性と生の講座 護身術　ＷＥＮ－ＤＯ　（母娘） 橋本　明子 H28.6.11 3

性と生の講座 護身術　ＷＥＮ－ＤＯ　（女性） 橋本　明子 H28.6.18 3

性と生の講座 多様な生き方を理解しよう－ＬＧＢＴを考える－
 原　ミナ汰 H29.1.28 3

育児ママの再就職準備講座 【前期】  
働き方を考える①
子どもとのかかわり方、心の持ち方、パートナーの協力を得るには、時間の使い方 高祖　常子 H28.10.7 1・2

育児ママの再就職準備講座 【前期】
働き方を考える②
ライフプランの立て方、働き方、マネープラン（税金・年金） 堤　香苗 H28.10.14 1・2

育児ママの再就職準備講座 【後期】
再就職に向けて①
女性の就職状況・事業動向、自分にあった仕事探し、職務経歴書の書き方、面接の心構え上田　晶美 H28.11.1 1・2

育児ママの再就職準備講座 【後期】再就職に向けて②午前：好感を持たれるコミュニケーション術、好感度アップ！の身だしなみメイク術 渡辺　由佳、佐藤　ケイ H28.11.8 1・2

パートナーシップ講座 ユネスコの国際的役割と日本 松浦　晃一郎 H28.6.4 3

パートナーシップ講座 朗読とお話し　語り継ぐいのちと平和「ヒロシマの少年じろうちゃん」 山田　みどり H28.10.29 3

パートナーシップ講座 アンガーマネジメントってなあに？  尾﨑　有紀子 H29.1.18 3

パートナーシップ講座 クスリにハマる女 溺れる男　薬物依存の実態 上岡陽江 H29.2.15 3

パートナーシップ講座 朝食で元気に～薬膳料理も取り入れて～ 桜井　利子 H29.2.22 3

パートナーシップ講座 老後破産の傾向と対策 ～親子共倒れしないために～ 畠中　雅子 H29.2.24 3

パートナーシップ講座 親の家を片づける 渡部　亜矢 H29.3.13 3

男性対象講座 夏休みおもちゃ工作講座　おとうさんと“ごくおもちゃ”をつくろう！ 井上　智陽 H28.8.20 3

男性対象講座 パパと遊ぼう！ 鈴木　淳二 H29.3.4 3

自主企画講座 コーチング・コミュニケーション入門 小澤　珠美 H29.2.25 3

若者応援講座 コミュニケーション力アップ講座①　基礎編 竹内　康代 H28.6.25 3

若者応援講座 コミュニケーション力アップ講座②　実践編 竹内　康代 H28.7.2 3

若者応援講座 コミュニケーション力アップ講座③　表現編 竹内　康代 H28.7.9 3

男女共同参画フォーラム がんばりすぎず　あきらめず　ほどよく生きる 吉永　みち子 H29.2.18 3

しんじゅく女性団体会議・公開講座 子どもと女性の貧困～現状を学び、自分たちが出来ることを考える～ 中島　智美 H29.2.19 3

相談機関連携会議 配偶者暴力相談窓口の職員のための出前講座「新宿区配偶者暴力相談支援センター　機能整備の役割と連携」 丸山　聖子 H29.1.16 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
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（新宿区つづき） DV防止啓発講座 『デートDVってなに？』～思春期の子どものために～ ＮＰＯ法人青い空 H29.1.21 3

DV防止啓発講座 ひとりで悩まないで～サポ－トグループとともに～ 佐光　正子 H29.2.16 3

DV防止啓発講座 ＤＶが子どもに与える影響～子どもの心と身体を守るには～ 松本　和子 H29.3.11 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～ 廣本　慶一 H29.3.10 1・2

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～健全な職場づくりに向けて～ 涌井　美和子 H29.3.22 1・2

ワーク・ライフ・バランスセミナー 企業に求められる改正育児・介護休業法への対応 石川　光子 H29.3.30 1・2

協働事業 知っておきたい就業規則の基本とトラブル防止 加納　明夫 H28.6.17 1・2

協働事業 仕事と介護の両立支援セミナー～もはや他人事ではない介護問題と両立推進～ 津坂　直子 H28.10.3 1・2

協働事業 パパ･ママになってからのキャリア論～育休復帰後もイキイキと働くために～ 山口　理栄 H29.1.14 1・2

文 京 区 女性再就職支援セミナー＆相談会 私らしく働くための自己理解と仕事の探し方 内田　ひとみ H28.4.27 3

男性向け料理教室＆セミナー スウェーデン文化から学ぶ男女平等 スベン・オストベリ H28.7.3 1.2

文京オレンジデーキャンペーン 女性に対する暴力撤廃の国際デーに寄せて（ショートフィルム、ビデオメッセージの上映） 成澤　廣修　ほか H28.11.25 3

国際女性デーシンポジウム イノベーションが変える未来の仕事「～マインドセットが変える私たちの生き方・働き方～」 唐木　明子、成澤　廣修、島田　由香　ほか H28.3.7 3

オールラウンド研修「女性職員活躍推進」 女性活躍推進について 内木場　三保 H28.12.15 4

オールラウンド研修「男女平等参画推進」 男女平等参画について 堀内　光子 H29.3.1 4

男女共同参画週間記念シンポジウム 「いきいきと！くらしも仕事も地域でも」
堀内　光子、小林　千恵、光畑　由佳、和田
悠

H28.6.25 3

男女平等センターまつり講演会 「やわらのジェンダー学　－柔道史から見る男女平等の歩み－」 溝口　紀子 H28.10.22 3

配偶者暴力の防止等啓発講演会 「あなたの身近な人は大丈夫ですか？　～DV被害をなくすために必要なこと～」 戒能　民江 H28.11.26 3

男女平等センター講演会 一龍斎春水 口演会「講談「樋口一葉伝」、朗読「わかれ道」」 一龍斎春水 H29.3.11 3

プラスワンセミナー 「男性の家事・育児参加」 中村　シュフ H28.6.11 3

プラスワンセミナー 「日本社会の変容と若者の現状」 本田　由紀 H28.7.30 3

プラスワンセミナー 「仕事で女性活躍、子育て・家庭で男性活躍を進めよう」 治部　れんげ H28.9.24 3

プラスワンセミナー 「放送作家から民間公募校長へ　ゼロ・プラス・ワン　～人生の変革～ わぐり　たかし H28.11.12 3

プラスワンセミナー 「男も自立！地域で自立を！」 秋元　康雄 H29.2.9 3

プラスワンセミナー 「女性の自立　～学んで活かそう女性の権利～」 山下　泰子 H29.3.12 3

区政を知る懇談会 「災害に対する日常の備え」 危機管理室防災課長 H28.9.8 3

区政を知る懇談会 「男女平等とダイバーシティ」 ダイバーシティ推進担当課長 H29.2.3 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 H28.8.6～8.7 3

未来の女性科学者育成事業 「未来のリケジョ☆女子中学生へ！科学への招待状！」 森　義仁 H28.7.24、H28.11.27 3

男女平等センター30周年記念トーク＆コンサート 「クラシック音楽にも男女平等を！」
小林　緑、吉川　真澄、上野　由恵、
山本　直輝、鷲宮　美幸

H28.6.4 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 H28.6.4、H28.11.19 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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（台東区つづき） 男女共同参画推進講座 男性対象講座災害時にも役立つ！おいしい、ヘルシー、カンタン　男の料理入門 阿部　進 H29.3.11、H29.3.18 3

男女共同参画推進講座 整理収納のプロに学ぶ 思考・空間・心が整う片づけ術～「自分にイイ暮らし」を手に入れる～ 巽　洋子 H29.3.11 3

男女共同参画推進講座 ワーク・ライフ・バランス講座（企業向け）「中小企業のワークライフバランス戦略～多様な社員の活かし方～」 新田　香織 H28.7.13 1

男女共同参画推進講座
ワーク・ライフ・バランス講座（区民向け）「 育休後コンサルタントにきく　子育てしながら働くコツ～よりよいパート
ナーシップへ～」

山口　理栄 H28.10.1 3

男女共同参画推進講座
仕事も家庭も大事！ そしてもっと自分を大切にしたい人のための　気持ちが上がる 思考が変わる 人生が輝く 効
率ＵＰ手帳テク

槙本　千里 H29.2.11 3

男女共同参画推進講座 女性のための再就職セミナー 仲宗根　春代 H28.10.22 1・2

男女共同参画推進講座 子育て女性向けセミナーin台東　育児をしながら私も働ける！？～再就職の準備について考えましょう～ 河野　千鶴子 H28.12.8 3

男女共同参画推進講座 防災講座「知って活かそう！私と地域をつなぐ防災術～避難生活で命を落とさず健康を守るために～」 浅野　幸子 H28.11.23（午前・午後） 1

男女共同参画推進講座 ＤＶ講座　「傷ついた心」の支え方～身近な人を暴力からまもるために～ 中島　幸子 H28.11.15 3

男女共同参画推進講座 ＤＶ講座　デートDV講座 中川　浩子、狩野　洋子 H28.11.9、11.14 3

男女共同参画推進講座 ＤＶ講座　「私らしさ」と出あう表現アートセラピー～こころの声に耳を傾け、本来の自分を見つめる時間～ 上谷　和美 H29.2.21 3

区民学習活動支援事業 国際的な視点からみた日本の女性の現状～国連・女性差別撤廃委員会に参加した女性たちからの報告～ ①平野　恵美子②佐々木　貞子③柚木　康子 ①H28.12.10②H29.1.14③H29.1.28 3

区民学習活動支援事業 男女平等推進へ　どう活かす～台東区男女平等推進基本条例～ 伊藤　和子 H28.11.26 3

区民学習活動支援事業 　『聴く』ことから始まる対等な関係づくり　～傾聴から始まるコミュニケーション～ 平井　智子 ①H29.1.29②H29.2.12③H29.2.26 3

区民学習活動支援事業 こどもがグングン変わる～たたかないどならない子育て～ 高祖　常子 H28.12.11 3

区民学習活動支援事業 みんなで一緒に考えよう子どもの貧困～今、わたしたちにできる事～ 栗林　知絵子 H29.1.22 3

地域のチカラ講座 「産む」「産まない」は誰が決めるのか？専門家からきいて、話して、鍛える「生命倫理の思考技術」 木田　直人 H28.9.3 3

地域のチカラ講座 自分を放して気分爽快リフレッシュ！沖縄三線の音色で唄遊び 古里　友香 H28.11.3 3

地域のチカラ講座 情報に流されない生き方のすすめ～メディア・リテラシーを身につけて自分らしく生きる～ 木下　秀子 ①H29.2.25 3

地域のチカラ講座 話して感じてありのままの「私」にＯＫ！「私」とつながるワークショップ 遠藤　和代 ①H28.12.2②H28.12.9 3

２０１６男女平等推進フォーラム講演会 講演会「ありのまま」に生きる～「らしさ」からの解放～男のフリやめた東大教授からのメッセージ 安冨　歩 H28.9.25 3

専門相談 ゆるめて　放して　楽になる　ココロとカラダの「元気回復」プログラム 鈴木　明美 Ｈ29.7.6、Ｈ29.7.13、Ｈ29.7.20 1

墨 田 区 意見交換会 知りたい　学びたい　ヘルプミーと言える すみだ であるために
椎名　美恵子
下田　信二郎

H29.1.21 1

ワーク・ライフ・バランスセミナー（企業向け） 「働き方改革・企業が変わる！女性の活躍で会社の業績ＵＰ！！」
木下　潮音
谷口　文江

H29.2.20 1・2

すみだ男女共同参画フェスタ 目標達成へのプロセス～繋がる力 佐々木　則夫 H28.11.19 1・2

すずかけ大学【全９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
吉鶴　洋一、伊藤　節、本郷　和人、渡邉　嘉
子、井原　真子、田中　富久子、古瀬　正也

H28.5.11～H28.7.6(9日間) 3

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 坂根　慶子 H29.6.30 1・2

夏休み前に！ココロもまもる護身術（DV予防啓発講座） 自己肯定感に基づく自分を大切にする気持ちに改めて気づくきっかけづくりを図る 橋本　明子 H28.7.16 1・2

第11回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）

子どもから大人まで楽しめるクラシックコンサート
吉鶴　洋一、松崎　千鶴、竹中　勇人、矢野　正子
苅部　勝一

H28.8.30 3

すずかけひろば 講演、登録団体による舞台・展示発表 蟻川　芳子 H28.9.24 3

すずかけ女子キャリアスクール（就職前の女性向け能力開発講
座）

女子学生がインターンシップ形式の講座に参加する。ここで企画立案、　広報戦略、集団の統率方法などを学び、
自信を持つことで、将来の職業生活において各人の能力を発揮できるようにする。

水野　順子 通年 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  内田　ひとみ H28.10.31 1

講座委員会企画運営講座 パープルリボンプロジェクト 『からだ』と『こころ』をイキイキと！　ワークショップ：ウェルカムボード作り教室 北村正子 H28.11.11 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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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 H28.11.12～25 3

（墨田区つづき） すみだパパスクール【全3回】
第１回めざせイクメン！新しいパパの働き方　　第２回パパの子育てとパートナーシップ　第３回バルーンと絵本で
歌って遊ぼう！

第１回　橘　信吾　第２回　高祖　常子
第３回　宮崎　洋平、橋本　乙彦

H28.11.13、20、27 1・2

子育てママ対象講座　もっと自分を好きになる！幸せママになる
レッスン

乳幼児の子育て中の母親を対象に講座を実施し、母親同士が子育ての悩みを共有できる場を設けると共に、男女
共同参画の推進を図る。 北村　光世 Ｈ28.11.21、28、Ｈ29.12.5 1・2

女性のための再就職サポートプログラム
・オリエンテーション　・働くための準備を確認する　・就職活動のためのパソコンスキル講座・これからの働き方につ
いて考える

中川　理砂、中村　秀子、庄司　雅子、
勝海　靖子、吉野　理奈

Ｈ28.11.24、25、28、29、30 1・2

第12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』 H28.12.3 3

中高年男性対象講座【全2回】 カッコいい！第２の人生のすすめ 西澤　直子　笹野　かよ H28.12.11、18 1・2

ジェンダーギャップ指数で読み解く男女共同参画の今
～私たちがすべきこと～

ジェンダーギャップ指数について 西澤　直子 H28.2.2 1

すずかけ大学　オープンカレッジ すみだ女性センターの周知及びより広い層への男女共同参画推進について啓発を図る 金子　正子 H29.2.5 1・2

ストレスケア講座　ストレスって何だろう？　～充実した毎日を送
るために～

女性と男性が共に家庭・地域・社会などさまざまなところで活躍するため、心身を健康に保つスキルのひとつとし
て、さまざまな角度からストレスについて学び、自分を振り返り、セルフケア等を学ぶ。 伊藤厚子 H29.2.19 1・2

再就職に向けて時間管理の方法を振り返る
働くことを希望しながら、就職への一歩を踏み出せずにいる女性をエンパワーメントし、精神的・経済的自立を支援
する

芳垣　玲子　鳥光　周一 H29.2.22 1

働く女性応援セミナー ・幸せなキャリア～自然体で活き活き働くということ～・ストレス解消！ヨガ教室他 山岡　正子 H29.3.4、11 3

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する 浅野　幸子 H29.3.7 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 H29.3.18 1・2

すみだ女性センター出前講座「デートＤＶ予防啓発講座」 中学生、高校生を対象にデートＤＶ予防啓発を図る 西山　さつき　栄田千春 H29.3.9、3.22 2

江 東 区 江東区パルカレッジ 自分らしく輝くためのハッピータイム
井原　真子、加藤　千恵、山下　昴、佐光　紀
子、加藤　秀一、村松　泰子、菊地　幸夫

H28.9.6～10.25（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「笑顔あふれる家庭内コミュニケーション術」（企画運営：パルカレッジ第23期修了生6名） 藤田　潮 Ｈ28.6.16 3

パルカレッジ ステップアップ支援セミナー 講座「家庭とシゴト両立術」（企画運営：パルカレッジ第23期修了生6名） 川島高之 Ｈ28.7.2 3

男女共同参画学習講座 働く女性のためのココロとカラダの健康セミナー 澤田　忍 H28.6.26 3

男女共同参画学習講座 こどもお料理団 田口　成子 H28.7.10、17、24（３日間） 3

男女共同参画学習講座 女性のための法律講座～シングルマザーを考える～ 菊地　初音 H28.7.14 3

男女共同参画学習講座 60代から始める男の厨房 小山　朝子 H28.9.28/10.12、26（３日間） 3

男女共同参画学習講座 傷ついた心に寄り添うために ～DV・モラルハラスメントを学ぶ～ 池田　ひかり H28.9.29 3

男女共同参画学習講座 仕事と介護の両立術～介護離職をしないために～ 津坂　直子 H28.10.2 3

男女共同参画学習講座 シングルマザーのためのお仕事＆マネープランガイド 中嶋　豊美 H28.10.14 3

男女共同参画学習講座 仕事と子育て応援ナビ ～保育園を利用して働くママとパパのためのセミナー～ 普光院　亜紀 H28.10.23 3

男女共同参画学習講座 人生の新たなステージを考える　～定年期の男性のためのスターティング･ノート～ 吉岡　俊介 H28.10.29 3

男女共同参画学習講座 出産を控えたパパ、ママのためのハッピー・コミュニケーション講座 橘　信吾、棒田　明子 H28.11.13、27（２日間） 3

男女共同参画学習講座 男性介護者支援講座～一人で悩まない 村松　美枝子 H28.12.4 3

男女共同参画学習講座 傷ついた心のケア ～女性のための自己表現トレーニング～ 松田　知恵 H28.12.7、14（２日間） 3

男女共同参画学習講座 男性のセルフマネジメント講座 ～これからの男性に必要な生きる術を身につける～ 吉田　清彦 H28.12.10 3

男女共同参画学習講座 女性のための防犯護身術～犯罪に遭わないために～ セコムで働く女性の安全委員会講師 H28.12.11 3

男女共同参画学習講座 女性のための起業入門講座 大江　栄 H29.1.22、29、2.5（３日間） 3

男女共同参画学習講座 いつ働く？どう働く？ 女性のための ライフ・マネー・お仕事プラン 桑田　真理子 H29.1.27 3

男女共同参画学習講座 初心者向け料理講座　男の厨房 小山　朝子 H29.1.28、2/4、11（３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 55
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男女共同参画学習講座 仕事に活かす！説明力アップ講座 須崎　賀奈子 H29.2.15、22（２日間） 3

（江東区つづき） 男女共同参画学習講座 こうとう防災学びの場～江東の地震対策と食の備え～ 金三津　仁 H29.2.26 3

男女共同参画学習講座 これから輝く私の生き方 ～50代・60代の再就職とライフプラン～ 岡　智子 H29.3.2、9（２日間） 3

男女共同参画学習講座 「心の傾向]を知ってストレスを減らす ～自分が楽になる人との距離感や接し方～ 高山　直子 H29.3.29 3

男女共同参画学習講座 【出前】デートDV防止啓発講座（大学向け） 吉祥　眞佐緒 H28.6.2 1.2

男女共同参画学習講座 【出前】ジェンダー（幼稚園保護者向け） 井原　真子 H29.1.20 1.2

男女共同参画学習講座 【出前】デートDV防止啓発講座（中学校向け） 吉祥　眞佐緒 H29.3.3 1.2

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 H28.5.31、6.7、14、21（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 H28.6.11 1・2

男女共同参画啓発講座 傾聴講座（夜間コース） 別府　明子 H28.10.6、13（２日間） 1・2

男女共同参画啓発講座 女性力とシェイクスピア 門野　泉 Ｈ28.10.11、18（２日間） 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 H28.11.24 1・2

男女共同参画啓発講座 傾聴講座（昼コース） 別府　明子 H28.12.6.13（２日間） 1・2

男女共同参画啓発講座 おしゃべりスクラップ・ブッキング 遠藤　比登美 H28.12.1 1・2

男女共同参画啓発講座 よりよい人間関係を結ぶアサーティブコミュニュケーション講座 小柳茂子 H29.2.21、28、3.7（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「キラリ生活のためのこころ磨き」（夜間コース） 結木　利奈 H28.9.1、.8（２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「キラリ生活のためのこころ磨き」（昼コース） 結木　利奈 H29.3.9、16（２日間） 1・2

ＤＶ啓発講座 親向けデートＤＶ講座「親として知っておきたいデートＤＶってなあに 野本　美保 H28.7.5 1・2

ＤＶ啓発講座 デートＤＶ講座「危険なＳＮＳ～ネットトラブルから自分と家族を守る～」 木村　尚文 H28.12.23 1・2

ＤＶ啓発講座 ＤＶ講座「ＤＶ理解基礎講座」 吉祥　眞佐緒 H29.2.15 4

デートＤＶ出前講座 デートＤＶ講座 河西　ひとみ H28.6.6 2

デートＤＶ出前講座 デートＤＶ講座 上間　愛 H28.7.28 2

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 H29.1.21、28（２日間） 3

女性の活躍支援講座 ハラスメント防止講座～それってハラスメント？しない、させないために～ 花﨑　晶 H29.2.18 1・2

男女共同参画推進フォーラム 断捨離で輝く自分～踏みだそう！心の整理で夢の第一歩～ 川畑　のぶこ H28.11.12 3

目 黒 区 連続講座 女性への暴力防止講座「家庭内モラル・ハラスメントから私を守る術（講義）」「護身術（入門編）実践」 熊谷　早智子、橋本 明子 H2810.30、H2811.6 3

単発講座 男女共同参画週間企画講座「クラシック音楽の女性作曲家～音楽界からの男女平等について」 小林　緑 H28.7.3 3

単発講座 男性の家事育児講座「パパと子どものチャレンジ講座～『ピザづくり＆非常食づくり』」 石毛　妙子 Ｈ28.8.20、H28.8.27 3

単発講座 女性の就労支援講座「再就職への初めの一歩！」 岡本　敦子 H28.9.13 3

単発講座 性的マイノリティの理解促進講座「あなたの隣のＬＧＢＴ～受けとめてみよう、カミングアウト～」 原　ミナ汰 H28.11.26 3

単発講座
ワーク・ライフ・バランス推進啓発講座「仕事と生活の調和を目指して～中小企業におけるワーク・ライフ・バランス
の推進と導入の効果について～」

小林　富佐子　西村　琢 H28.12.9 3

単発講座 女性の就労支援講座「再就職のためのおしゃべりサロン」 新谷　弘子 H29.1.26 3

単発講座 センター運営委員会企画講座「もっと知りたいLGBT～性の多様性と人権」 杉山　文野 H29.1.28 3

単発講座 目黒女性団体連絡会企画講座「近代日本における遊郭の成立背景と展開～福岡県久留米市を例に～」 平川　知佳 H29.1.29 3

単発講座 教養講座「親子スキンケア教室～資生堂子どもセミナー特別版」 兼子　旗枝 H29.2.18 3

単発講座 女性のための健康推進講座「リプロダクティブ・ヘルス／ライツと女性のためのヨガ」 佐多　美佐 H29.3.5 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 56
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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 H29.3.6 1

（目黒区つづき） 単発講座 セクシュアル・ハラスメント防止基礎講座 樋口　ユミ H29.3.10 3

単発講座 女性のキャリアアップ講座「職場で生かすコミュニケーション」 牧野　美和 H29.3.11 3

男女平等フォーラム2016
講演・ミニシンポジウム「すべての子どもが生まれて良かったと思える社会～困難な状況のなかを生きてきた子ども
たちの声をとおして～」

高橋　亜美 H28.11.5 3

大 田 区 映画会 「マダム・イン・ニューヨーク」 H28.12.3 1・2

講演会
笑顔がつながるまちを考えようｉｎエセナフォーラム2016
おおたの未来を考える！100人ミーティング～男女共同参画推進プランを身近に考えよう～

萩原なつ子 H28.6.25 1・2

企業向け講演会 企業向けワーク・ライフ・バランスセミナー「育児・介護休業法改正！生産性アップ、成長につながる職場づくり」 大西紀子 H29.2.14 1

男女共同参画推進講座 男の生き方塾　～退職後の10万時間の使い方・楽しみ方～
土堤内昭男、星谷英治、宮野貴徳、
岩本美砂子

H28.11.2、9、17（3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～ママも一緒に！夫婦で楽しむ初めて育児～ 田中由美子、塚越学、古澤里美 Ｈ28.6.5～7.3（3日間） 1・2

男女共同参画推進講座 イクメンパパ講座～わくわく親子遊びとスマホ撮影術～ 佐伯直俊、東浩司 H28.12.4、18 1・2

男女共同参画推進講座 女の生き方塾　～自分で描く私らしい”これから”～ 竹森茂子、丹羽麻子、古澤里美 H28.10.27～11.24（4日間） 1・2

男女共同参画推進講座 今のワタシがもっと好きになる「ココロときめくにじいろレッスン」
花咲晶、高橋リエ、諸橋泰樹、萩原なつ子、
瀧田信之

H28.10.7～11.25（8日間） 1・2

男女共同参画推進講座 住民主体でつくる災害に強いまちづくり 天野和彦 H29.3.4 1・2

男女共同参画推進講座 もうひとつキャリアを磨くワンランクアＵＰを目指す女性リーダー塾
吉田創、桜井陽子、牧野ふみよ、近藤真奈
美、大井公美子

Ｈ29.1.18～3.1（7日間） 1・2

男女共同参画推進講座
DV防止支援者セミナー　1いじめ、暴力をなくす社会づくり～ここちよい関係をめざして～　2離婚、DV、子ども法的
支援の現場から～子どもの気持ち、パートナーの気持ち～

瀧田信之、馬場望 H28.11.20、H28.12.2 1・2

男女共同参画推進講座 ママのための再就職さぽーとさろん～「もう一度働きたい」を再就職のプロと一緒に考えます～ 堂谷祐規子、飯村久美 H28.6.30、H28.7.7 1・2

男女共同参画推進講座 ママのための再就職さぽーとさろん 堂谷祐規子、飯村久美 H28.6.30、H28.7.7 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 古澤里美、新田香織、庄嶋孝広 H28.10.19～11.2（4日間） 1・2

男女共同参画推進講座 働きづらさに悩むあなたのためのファーストステップセミナー 石井麻里、柳瀬けい子、鶴貝真由美 Ｈ28.9.7、14、28 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 H29.3.16 3

職員研修 DV職員研修 井口　博 H29.1.13 4

職員研修 男女共同参画職員研修 三具　淳子 H29.2.23 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 Ｈ28.5.19～Ｈ29.2.28(12日間） 3

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 H28.7.5 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 H28.9.2～H28.9.15(6日間） 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 H28.12.16 2

男女共同参画講座
学校出前講座
デートDＶ防止

吉祥眞佐緒、三村友栄、相良裕美 H28.12.20 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 H28.12.20 2

男女共同参画講座
学校出前講座
男女共同参画

西村明希子 H29.1.25 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 H29.3.3 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 H29.3.7 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 H29.3.7 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 H29.3.9 2
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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 H29.3.10 2

（ 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 H29.3.13 2

男女共同参画講座
学校出前講座
男女共同参画

桜沢信江 H29.3.22 2

男女共同参画講座 防災講座　熊本に学ぶ！わたしたちが主役の避難所づくり 吉村静代、吉田穂波 H29.3.12 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Ⅱ 佐光正子、坂本照子、山崎新 H28.10.15、H28.11.3 3

区民企画協働講座 区民企画協働事業　世田谷にじいろひろば～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、加澤世子、ＮＰＯ法人
レインボーコミュニティスタッフ、大賀一樹、古
堂達也、松尾親子

H28.10.28～H29.2.18(5日間） 3

区民企画協働講座 区民企画協働事業　起業講座～安全・安心なものづくりとサービスをめざして～ 髙田かおり H28.10.16、H28.12.11、H29.1.14 3

区民企画協働講座 区民企画協働事業　いろどり豊かに自分色レシピ～描く、話す、そして前に進む 橋本実千代、山本まゆみ H28.10.22、H28.10.29 3

男女共同参画講座 らぷらすフェスタ 落合恵子 H28.10.1 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

H28.5.14～H29.2.11(4日間） 3

男女共同参画講座 パパ・バギーの日（年間1回） 菊池真由美 H28.10.2 3

男女共同参画講座 出張パパ・バギーの日(年間2回）
梅の会・みかちゃん、劇団みるき～うぇい、越
川子枝子

H28.11.12～H28.12.3 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（上期・下期） 小柳茂子、桜沢信江 H28.7.15～H29.2.2(4日間） 3

男女共同参画講座 シネマdeりらっくす - H28.10.30 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 H28.5.19～H29.3.23(4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2016　起業ミニメッセ H28.11.12～H28.11.13(2日間） 3

男女共同参画講座 女性のための起業個別相談会 金網潤、戸田正弘 H28.7.12 3

渋 谷 区 男女平等・多様性社会推進講座 なぜ今女性の活躍が必要なのか
～ダイバーシティに向けた取組み～ 田中 和彦 H28.7.6 3

男女平等・多様性社会推進講座 あなたにもきっと役立つ公正証書 淵脇 みどり H28.7.28 3

男女平等・多様性社会推進講座 災害のこと　多様な視点で準備しよう　～LGBTの視点を題材にして～ 山下 梓 H28.9.10 3

男女平等・多様性社会推進講座 「自立」とは、つながりを増やすこと　～ななめの関係とこども食堂 湯浅 誠 H28.10.2 3

男女平等・多様性社会推進講座 リオ五輪でLGBTを取り巻く状況はどう変化したか
　～LGBTとスポーツの現状 村木 真紀 H28.10.20 3

男女平等・多様性社会推進講座 子どもの居場所について考える　～子どもシェルターの現場から 石井 花梨 H28.11.30 3

男女平等・多様性社会推進講座 性の商品化とAV被害の現状　～相談の現場から～ 金尻 カズナ H28.12.8 3

男女平等・多様性社会推進講座 女性・LGBTSと学ぶ自他尊重の朝―ティブ・コミュニケーション（全2回） 澤部 ひとみ H29.2.25、H29.2.26 3

男女平等・多様性社会推進講座 どうして女性は生きづらいの
 私のもやもや解決したい 治部 れんげ H29.3.4 3

ＬＧＢＴ職員研修 映画コラボ企画「彼らが本気で編むときは、」特別試写＆ＬＧＢＴ研修（ＬＧＢＴ基礎レクチャー、アフタートーク） 担当課長、映画監督ほか H29.1.24 4

中 野 区 男女共同参画に関する講座 男女共同参画週間講演会「人生のコストパフォーマンスって～恋愛しないってホント？～」 牛窪　惠 H28.6.29 3

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 H28.12.15 4

ワーク・ライフ・バランスの推進事業 中小企業のためのワークライフバランスセミナー 阿世賀　和子 H28.11.28 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 滝沢　理砂 H29.1.26 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 滝沢　理砂、中村　秀子　他 H29.2.21～24、H29.2.27 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～ 西山　さつき H28.6.20 2

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 H28.9.10、H28.11.24 2
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杉 並 区 男女平等推進センター講座 はじめてのLGBT～性的マイノリティへの理解 原　ミナ汰 H28.11.19 1・2

男女平等推進センター講座 すぎなみパパの学び場 渥美　由喜・森山　徹・後藤　禎和 H28.9.18、H28.11.26、H28.12.17 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 長谷川　万由美 H28.12.18 1・2

男女平等推進センター講座 オリジナルの父子手帳を作ってパパも子育てを楽しもう 汐見　稔幸 H28.10.8、H28.11.13、H28.12.10 1・2

男女平等推進センター講座 在宅ワークセミナー基礎編 佐手　みどり H28.10.7、H28.10.21、H28.11.1 1・2

事業主向け均等法セミナー 中小企業のための「誰もが働きやすい職場づくりのポイント 増田  陳彦 H28.8.26 3

職員研修 ＬＧＢＴってなんだろう？－互いの違いを受け入れあえる社会を目指して－ 山下 昴　他2名 H28.8.24 4

豊 島 区
エポック10エンパワーメント講座2016
「春から始める！わたしのマネジメント講座」[全3回]

[第1回]生活時間の棚卸し（時間を軸に、自分の行動の棚卸し） 堤 香苗 H28.5.12 3

[第2回]課題の洗い出し、解決方法を考える（社会状況、ニーズを把握し、課題・解決方法を共有） 堤 香苗 H28.5.19 3

[第3回]ライフプランを立てる（優先順位をつけてなりたい自分に一歩近づく） 堤 香苗 H28.5.26 3

エポック10区民企画運営講座 「心を軽くするヒント　アンガ－マネジメント講座～イライラはポジティブに変えられる？！～」 高田　しのぶ H28.10.6 3

働く女性のための夜間スクール[全3回] [第1回]いつが産み時！？産前・産後のキャリア最前線 杉浦　浩美 H28.10.11 3

[第2回]頭スッキリ！効率アップ！はじめてのロジカルシンキング 小林　京子 H28.10.18 3

[第3回]戦略的キャリアのススメ～現場か管理職か～ 福沢　恵子 H28.10.25 3

颯爽と輝くためのセルフ・ディフェンス 「知って役立つ！もしもの時の護身術」 堤　暢子 H28.11.2 3

男性向け講座 「パパと子どもの料理教室」 ― H28.12.4 3

共催事業 ①自分らしい支援の在り方を探る旅～対人援助に携わる人のためのスキルアップ&セルフケア講座～ 橋本 早苗 H28.7.9 3

②子育て女性セミナーin池袋 ― H28.7.29 3

③女性再就職サポートプログラム地域型in池袋[全5回] ― H28.9.12～16 3

④「パネルシアターで学ぶ友達と仲良くなれるコミュニケーション」 久保　まゆみ H28.10.15 3

⑤「思春期の子供の世界」第13回～思春期の感性豊かな自己表現を感受する～ 神田　久男 H28.10.22 3

⑥「ハロウィンアイシングクッキー講座」 小林　由美子 H28.10.27 3

⑦「親子で学ぶ自然観察」 ― H28.10.30 3

⑧「幸せなママになるレッスン」 北村 年子 H28.11.27 3

⑨「働きやすい職場を作るためのハラスメント防止セミナー」 新村　響子 H28.12.14、12.16 3

⑩「みんなで踊ろう！Break the chain in池袋」 高柳 葉子、岡田 美香
ダンス練習：H291.31、2.14（全2回）

イベント：H29.2.14（全2回）
3

⑪「親子であそぼう」 ― H29.1.29 3

⑫「あかちゃんと絵本であそぼう―絵本作家ひろかわさえこさんを囲んで―」 ひろかわさえこ H29.3.4 3

⑬「時短&キレイでママ応援！育休復帰セミナー」 ― H29.3.24 3

⑭「上司力UP！セミナー部下のモチベーションを上げる言葉かけ」 杉野　珠理 H29.3.24 3

後援事業 ①立教大学×ベネッセ×豊島区「マナtomoパパtomoカレッジ」 ― H28.9.3 3

②立教大学×ベネッセ「WATASHIカレッジ」育休復帰準備完璧１Day講座 ― H29.3.4 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） ― Ｈ28.7.12～H29.3.10（全9校10回） 2

専門相談講座 ①DV　「配偶者からの精神的暴力の基礎知識」 吉祥　眞佐緒 H28.11.24 3

②法律　「配偶者からの精神的暴力にまつわる離婚の基礎知識」 折井　純 H28.11.24 3

③こころ「配偶者からの精神的暴力で傷ついたこころを見つめるために」 吉田　恵美子 H28.12.1 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 59
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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 ― H28.4.14～H29.1.20 3

（豊島区つづき） 男女共同参画週間（エポック10フェスタ2016） 「輝いて女
ヒト

と男
ヒト

　Happy　Share」　19講座開催、イベント、展示 ― Ｈ28.6.10～6.12（展示5.2～6.30） 3

男女共同参画都市宣言記念週間講演会・パネル展示 「色とりどり～自分色を生きる～」 向田　麻衣 Ｈ29.2.25（展示H29.1.4～1.31） 3

WLBネットワークミーティング [第1部]講演、[第2部]事例紹介、[第3部]交流会 武部　純子 H28.9.29 1・2

ワーク・ライフ・バランスフォーラム 「自分のためのワークスタイル改革」 安藤　哲也 H28.11.16 3

職員研修 DV被害者支援対応マニュアル説明会 ― H28.6.29 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 H28.11.24 4

職務関係者研修 「DV被害者への対応について」 ― H28.6.29 4

「配偶者からのﾓﾗﾙ・ﾊﾗｽﾒﾝﾄ（精神的暴力）について」 吉祥　眞佐緒 H28.12.1 4

「ﾘﾍﾞﾝｼﾞﾎﾟﾙﾉに対する取組み」 桃澤　隼人 H29.3.2 4

北 区 北区男女共同参画週間 映画「チョコレートドーナツ」上映会 藤田裕喜 H28.6.18 3

北区男女共同参画週間 あなたらしく わたしらしく～誰もが安心できる社会に～ 上野千鶴子 H28.6.19 3

北区男女共同参画週間 登録団体交流会 中村三千香 H28.6.26 3

北区さんかく大学 結婚と女の幸せの現在～夫婦間の溝はなぜ埋まらない？～ 水無田気流 H28.10.8 3

北区さんかく大学 男性学の視点からみた恋愛と結婚 田中俊之 H28.10.15 3

北区さんかく大学 専業主婦の揺らぎとゆくえ 石崎裕子 H28.10.22 3

北区さんかく大学 婚活時代から見える結婚事情～お見合いの現場から～ 板本洋子 H28.10.29 3

北区さんかく大学 まとめの会～意見交換～ 笹川あゆみ H28.11.5 3

女性の活躍推進応援塾 小島慶子講演会「私らしい、明日への一歩」 小島慶子 H28.5.14 3

女性の活躍推進応援塾　キャリアアップセミナー キャリアプラン～らしさを知って未来を創る～ 小林京子 H28.5.28 3

女性の活躍推進応援塾　キャリアアップセミナー 伝える術～わかりやすく簡潔な意見や思いの伝え方～ 小林京子 H28.6.4 3

女性の活躍推進応援塾　キャリアアップセミナー リーダーシップ～一人ひとりの能力発揮でチームに～ 小林京子 H28.6.11 3

女性の活躍推進応援塾　起業編 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 H28.9.3 3

女性の活躍推進応援塾　起業編 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 H28.9.10 3

女性の活躍推進応援塾　起業編 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 H28.9.17 3

子育てしながら働く女性・世帯の輝き応援事業　クリエイターのた
めの復職準備セミナー

今、求められているクリエイターとは 高橋正実 H28.1.31 3

子育てしながら働く女性・世帯の輝き応援事業　クリエイターのた
めの復職準備セミナー

実現するための第一歩　いつから、なにする？プランを作成して発表しよう 東京都印刷工業組合　北支部 H28.2.10 3

子育てしながら働く女性・世帯の輝き応援事業　中小企業と女性
の活躍推進セミナー

子育てしながら働く女性・世帯の輝き応援事業 勝間和代が語る「中小企業と女性の活躍推進セミナー」 勝間和代 H28.7.14 3

子育てしながら働く女性・世帯の輝き応援事業　働き続けたい女
性のための仕事セミナー

再就職の知識と心構え　①講演会「44歳で初めての就活！～パートからカリスマ店長になるまで～」
②ミニセミナー「再就職！しっかり準備で夢を叶える」

三浦由紀江、川口佐和子 H29.3.11 3

子育てしながら働く女性・世帯の輝き応援事業　働き続けたい女
性のための仕事セミナー

働き続けたい女性のための仕事セミナー　自分の生き方を形にする　①パネルディスカッション「仕事を続けるコツ」
②ワークショップ「未来地図の作り方！一緒に将来の夢をかたちにしましょう」

西部未知子、川口佐和子 H29.3.18 3

センター主催講座 ワークライフバランス講演会「介護離職をしない、させないために」 和氣美枝 H28.7.14 3

センター主催講座 家庭で育む男女共同参画「リケジョ入門講座」 青山聖子、笹川あゆみ H28.8.6 3

センター主催講座 ＤＶ理解基礎講座～ＤＶ被害者とその子どもたちの傷つきと回復～ 松本和子 H28.11.19 3

センター主催講座
「終活」から自分らしい生き方を考える　①「終活」の意義と実際～学んでおきたい、お葬式、お墓事情など～
②エンディング・ノートで生き方を整理する

井上治代 ①Ｈ28.12.4②Ｈ28.12.11 3

センター主催講座 シングルマザーのための生活支援講座 大塚君江 H29.1.28 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 60
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センター主催講座 身だしなみメイクアップ実践講座 坂井ナオミ Ｈ28.10.12 3

( 北 区 つ づ き ) センター主催講座 ビジネスマナー講座 西本竜子 H28.10.13 3

センター主催講座 知って差がつく！採用される！！再就職のポイント講座 小林智宏 H28.10.14 3

協働事業 女性のための大人のデートＤＶ予防講座 池畑博美、浜谷典子 H28.11.6 3

協働事業 女性が輝く時代にむけて～変わった？変わらない？女性の立場～ 宮城道子 H29.2.18 3

協働事業 ＬＧＢＴをめぐる世界・日本の潮流-教育そしてエイズ- 新ヶ江章友 H29.3.12 3

出前講座 デートDV講座 西山さつき ①H29.3.1②H29.3.7③H29.3.15 2

荒 川 区 男女共同参画講演会（男女共同参画週間事業） 自分らしさを職場や地域に活かす！～自分・家族・地域へのメリット～ 社会保険労務士　新田香織氏 H28.6.25 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 H28.10.7 1・2

男女共同参画推進講座
女性のためのアサーティブトレーニング講座
自分にＯＫを出せるコミュニケーションを探ろう！

フェミニストカウンセリングなかま　花崎　晶氏 H28.10.5～H28.10.19（３回） 1・2

男女共同参画推進講座
デートＤＶ出張講座
（北豊島高校全学年対象）

女性ネットsaya-saya暴力防止ユースプログラ
ム「チェンジ」

H28.10.17 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
夫婦再発見！「実践的ペアレティングの法則①」

林田香織氏 H28.11.26 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
夫婦再発見！「実践的ペアレティングの法則②」

林田香織氏 H28.12.3 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
大好きを引きよせる「絵本読み達人への道」

田中尚人氏 H28.12.10 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
いざ！役立つ「起業ゲームで自分発見」

棒田明子氏 H28.12.17 1・2

男女共同参画推進講座 前向きコミュニケーション私を“一番大切”に考える 竹内康代氏 H29.1.31～H29.2.21（３回） 1・2

アクト２1交流のつどいワークショップ フードバンクの支援からみる子どもの貧困について 荒川茂子氏 H29.3.4 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 瀬田廣子氏 H29.3.4 1・2

アクト２１交流のつどいワークショップ ヨガ＆アロマスプレー作り 針生麻佑子氏 H29.3.4 1・2

板 橋 区 第17回いたばし男女平等フォーラム 基調講演「ひとりひとりが主役 あなたが決めるあなたの生き方」　、ミニコンサート 落合 恵子(作家、クレヨンハウス主宰) H28.12.18 3

男女平等参画セミナー
男性応援講座「パパやおじいちゃんのための絵本読み聞かせ講座」

佐久間修一（あだっちパパ代表） H28.10.30 1・2

男女平等参画セミナー
ＤＶ防止セミナー「デートＤＶ防止啓発出前講座」 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）
H29.3.8 1・2

女性のための起業家入門講座
講義「創業の基本」・女性起業家体験談・参加者交流会・相談会

中嶋修(板橋区立企業活性化ｾﾝﾀｰ所長）
田中由子（印象の輝き研究オフィスＡ＆Ｙ２代
表 ）
区内起業経験者２名

H28.10.22
H28.10.29

3

女性のための再就職支援セミナー

①「私と家族に必要なお金を知る」
②「働く可能性を拡げるポイントって？」
③「応募書類・面接対策・ビジネスマナー」

①②鈴木　茂美（ふらわりんぐジャパン）
③池之上美奈緒（テンプスタッフキャリアコン
サルティング）

①Ｈ28.9.2
②Ｈ28.9.5
③H28.9.6

3

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～ 河野千鶴子（株式会社パソナ） H28.5.24 3

再就職セミナー 子育て中の就活講座 高原多嘉子（ハローワーク池袋） H29.1.31 3

区民協働企画講座 朝ドラの主人公とその時代～明治・大正期を輝いて生きた女性に学ぶ～ 吉良芳恵（日本女子大学教授） H29.1.28 1・2

区民協働企画講座 経済大国ニッポンなのに　なぜ貧困が広がるの？ 藤田孝典（ＮＰＯ法人ほっとプラス代表理事） H29.3.11 1・2

区民協働企画講座 子どもの生きる力を育む『聴き方』講座
高橋ライチ（株式会社タンジェリン・ラボ代表
取締役）

H29.3.18 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 61
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（板橋区つづき）
いたばしアイカレッジ　前期　男女平等参画基礎講座
「時代を切り開いた女たち」

①長谷川町子～戦後70 年女・子どもの生活史～
②井伊直虎～初のおんな城主～
③吉屋信子～『花物語』と女たちの共同体～
④アガサ・クリスティ～ミステリの女王、光と闇～
⑤ガブリエル・シャネル （ココ・シャネル）～実在のガルソンヌ～

①樋口　恵子（東京家政大学女性未来研究
所長）
②渥美 雅子（渥美雅子法律事務所・弁護士）
③伊藤　節（東京家政大学女性未来研究所
副所長）
④平井 杏子（昭和女子大学名誉教授）
⑤能澤 慧子（東京家政大学家政学部服飾美
術学科教授）

①H28.9.14
②H28.9.23
③H28.9.30
④H28.10.14
⑤H28.10.26

1・2

いたばしアイカレッジ　後期
「『わたし』を磨く５つのメソッド」

①仕事や家事の合間に！気持ちすっきりアロマの力
②③話し合いがうまくいく！～会社・地域活動などどんな場面でも～
④ココロもカラダもＨＡＰＰＹに！～女性ホルモンを知ろう～
⑤周りの人を惹きつける話し方講座
⑥印象力！～装いのチカラで”わたしらしさ”を磨く～

①直井　真由美（アロマセラピーサロンＦｌｅｕｒ
セラピスト）
②③増平　貴之（ＮＰＯ法人日本ファシリテー
ション協会）
④永田　京子（ＮＰＯ法人ちぇぶら　代表理事）
⑤倉島　麻帆（スピーチコンサルタント、フリー
アナウンサー、株式会社スマイルボイス　代
表取締役）
⑥みなみ　佳菜（パーソナルスタイリスト）

①H29.1.11
②H29.1.18
③H29.1.25
④H29.2.1
⑤H29.2.8
⑥H29.2.15

1・2

男女共同参画週間行事　公開講座 自分にあった生き方・働き方を考える わたしだけのライフプラン
白河桃子（作家・少子化ジャーナリスト・相模
女子大学客員教授）

H28.6.19 3

労働セミナー 使用者・人事担当者が知っておきたい育児介護休業制度の基本知識 町田悠生子（弁護士） H29.1.27 3

練 馬 区 男女共同参画問題講座 子育てママのわくわく塾 山﨑祐美子　他 H28.5.17～11.1（全10回） 1・2

男女共同参画問題講座 自分史の書き方講座「振り返ってみよう　私の育ち・生き方」 野々村恵子 H28.5.12、5.19、5.26（全3回） 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（討論）基礎講座 関根靖光 H28.7.1、7.15、7.29（全3回） 1・2

男女共同参画問題講座 人生の折り返し地点から再び「働く」・初めて「働く」 石田美枝子　他 H28.7.6～10.5（全5回） 1・2

男女共同参画問題講座 男女共同参画ファシリテーター入門講座 杉村郁雄　他 H28.12.1～H29.1.26（全5回） 1・2

男女共同参画問題講座 心を開くコミュニケーション講座～聞く・聴く・訊（き）くを学ぶ 岩井奈保美 H29.2.14 1・2

男女共同参画問題講座 災害と女性「どこまでガマン？どこからワガママ？～避難拠点と在宅避難」 塩沢祥子　他 H29.2.19 1・2

男女共同参画問題講座 親の家と自宅を片付ける～ココロもスッキリ！整理収納術 渡部亜矢 H29.3.2 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職員 H28.5.25～H29.3.26（全15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 斉藤弘子　他 H28.4.15～H29.1.27（全4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 長安透 H28.4.22～H29.3.25（全4回） 1・2

男女共同参画問題講座 就職活動や地域活動に役立つパソコン講座　（ワード編） 後藤悦子 H28.6.17 1・2

男女共同参画問題講座 就職活動や地域活動に役立つパソコン講座　（エクセル初級編） 後藤悦子 H28.10.20、10.21（全2回） 1・2

男女共同参画問題講座 就職活動や地域活動に役立つパソコン講座　（実践編） 後藤悦子 H29.2.16、2.23（全2回） 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 長安透 H28.12.2、12.9（全2回） 1・2

男女共同参画問題講座 お父さんと作る「おうち・ごはん」 鈴木邦子 H28.6.12 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「オリジナル絵本を作ろう！」 男女共同参画センター職員 H28.8.2 1・2

男女共同参画問題講座 子育てママの再就職応援セミナー 高原多嘉子　他 H28.9.16 1・2

男女共同参画問題講座 就労相談（フォローアップ） 石田美枝子 H28.8.13、10.8、11.12（全3回） 1・3

男女共同参画問題講座 えーるスクエア「アンガーマネジメント講座『イライラの消しゴム』」ほか 高田しのぶ　他 H29.1.21 1・2

区民企画講座 働きたいママの子育て相談会 海老名多佳子 H28.5.21 1・2

区民企画講座 性的‟マイノリティ”と性の‟ふつう” 五十嵐舞 H28.6.22 1・2

区民企画講座 子育てママの防災講座～やってみよう！防災用品でピクニック 後藤悦子 H28.8.28 1・2

区民企画講座 震災時に役立つスマホ活用講座 大倉美登子 H28.9.1 1・2

区民企画講座 子どもの貧困について考えてみませんか 浅井春夫 H28.10.15 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 62
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（練馬区つづき） 区民企画講座 フォト撮影付きわらべうたベビーマッサージ 中村玲子 H28.10.22（全2回） 1・2

区民企画講座 食と健康～健康食品とTPPを中心に～ 佐藤かな子 H28.11.6 1・2

区民企画講座 DV家庭で育った子どもへの影響～サポートとケア 吉祥眞佐緒 H29.1.21 1・2

映画上映会 「アイ・コンタクト　もう1つのなでしこジャパン～ろう者女子サッカー」 H28.12.11（全2回） 1・2

映画上映会 「いわさきちひろ～27歳の旅立ち」 H28.3.26（全2回） 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「“わたし”らしく生きる！～『農女』が練馬野菜に恋をした」 越後屋美和 H28.6.5 1・2

男女共同参画の集い・ねりまフォーラム
男女共同参画の集い・ねりまフォーラム2016
「誰もに健やかな『あさ』が来る～『あさが来た』脚本執筆で見えてきたこと」

大森美香 H28.10.15 3

企業・事業所向け男女共同参画セミナー ワーク・ライフ・バランスセミナー「女性活躍推進で企業力アップ！～働き方改革で魅力ある企業へ～」 梅本公子 H28.11.10 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 H28.6.18 1・2

ワーク・ライフ・バランス講座 あだちパパプロジェクト’16　① H28.7.23 1・2

ワーク・ライフ・バランス講座 あだちパパプロジェクト’16　② H28.7.30 1・2

ワーク・ライフ・バランス講座 わたしのワーク・ライフ・バランスを見つけよう 松尾　羽衣子 H28.11.19 1・2

ワーク・ライフ・バランス講座 あだちパパプロジェクト’15　ステップアプセミナー 佐久間 修一 H28.11.26 1・2

ワーク・ライフ・バランス講座 親子でわくわくパパビクス 加藤　有里 H29.2.4 1・2

DV防止啓発講座 身近にＤＶがあったとき何ができる？ 池田　ひかり H28.5.31 1・2

DV防止啓発講座 アサーティブで自分らしく輝こう① H28.9.2 1.2

DV防止啓発講座 アサーティブで自分らしく輝こう② H28.9.30 1.2

DV防止啓発講座 女性のための離婚の法律知識（もしもの時に備える法律の基礎） 菊地 初音 H28.10.14 1.2

DV防止啓発講座 親が知らない子どもの人間関係 吉祥　眞佐緒 H28.10.31 1.2

DV防止啓発講座 心のケア講座　私らしく生きること 西山　さつき H28.11.22 1.2

DV防止啓発講座 心のケア講座　アロマテラピーでリフレッシュ 対馬　眞代 H28.12.13 1.2

DV防止啓発講座 講演会「大切な人を守るために」 小早川　明子 H29.2.23 1.2

子どもの貧困対策講座 親子クッキング（母親編） 田口　成子 H28.12.17 1.2

子どもの貧困対策講座 自分らしく輝くシングルママセミナー①座談会 丸山　裕代 H29.1.21 1.2

子どもの貧困対策講座 自分らしく輝くシングルママセミナー②お料理講座 吉澤　晶子 H29.1.28 1.2

ひとり親家庭支援 親子クッキング（母親編）
山田　玲子
竹田　陽子

H29.3.20 1.2

庁内連携講座 イクメン講座（住区推進課・子サロ綾瀬） 青木　享子 H28.6.25 1.2

庁内連携講座 子育てサロンイベント講座（住区推進課） 大島　靖史 H28.6.17 1.2

庁内連携講座 イクメン講座（住区推進課・子サロ東保木間） 藤井　弘美 H28.9.25 1.2

庁内連携講座 資格を生かして保育現場で働こう① 岩淵　雅子 H28.5.19 1.2

庁内連携講座 資格を生かして保育現場で働こう② 遠山聡子、東海林芙実子、松村恵美 H28.7.8 1.2

庁内連携講座 資格を生かして保育現場で働こう③ 廣島清次、岩崎恵一、北守正子 H28.10.7 1.2

自己肯定感醸造講座 自分に自信をつける方法① 花崎　晶 H28.6.11 1.2

自己肯定感醸造講座 自分に自信をつける方法② 中川　浩子 H28.7.9 1.2

佐久間 修一

堤　暢子

【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



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(28年度実績）

自己肯定感醸造講座 自分にＯＫ出しませんか① 花崎　晶 H28.10.15 1.2

（足立区つづき） 自己肯定感醸造講座 自分にＯＫ出しませんか② 中川　浩子 H28.11.15 1.2

自己肯定感醸造講座 自分自身との向き合い方① 花崎　晶 H29.2.18 1.2

自己肯定感醸造講座 自分自身との向き合い方② 中川　浩子 H29.3.18 1.2

女性団体支援（共催）
男と女のホンネでふぉーらむ　講演会
「男女共同参画社会の形成と女性の活躍推進」

鹿嶋　敬 H27.6.25 3

女性団体支援（共催）
女性フェスティバル（全２日）　講演会
「女の人生　あした天気になぁれ～残間里江子が語る 人生のプロデュース術～」

残間里江子 H27.11.12 3

保育ボランティア講座 応急救護講座 足立消防署派遣講師 H31.2.17 1・2

職員研修 区職員向ＤＶ講座 一場　順子 H28.11.30 4

職員研修 区職員向ＷＬＢ講座 田川　拓磨 H29.1.18 4

区民企画講座 みんなで作って食べよう楽しいお弁当づくり 山田玲子 H28.10.3 1.2

区民企画講座 ヘルス・ライフ・バランスでグッドエイジング 芦川　千恵美 H28.9.3 1.2

区民企画講座 なぜいじめ？！今、またいじめ！ 横湯　園子 H28.11.26 1.2

区民企画講座 みんなで作って食べよう♪シフォンケーキ 永澤　公夫
H29.3.18
H29.3.28

1.2

企業セミナー 労働条件セミナー 佐藤　元明 H28.6.21 1.2

企業セミナー WLB経営改革セミナ－ 外尾　幸恵 H28.8.5 1.2

企業セミナー 育児・介護休業法等対策セミナー 佐藤　元明 H28.11.25 1.2

親子の居場所づくり 親子サロン（４月①） 足立区女性団体連合会会員 H28.4.14 3

親子の居場所づくり 親子サロン（４月②） 足立区女性団体連合会会員 H28.4.28 3

親子の居場所づくり 親子サロン（５月①） 足立区女性団体連合会会員 H28.5.12 3

親子の居場所づくり 親子サロン（５月②） 足立区女性団体連合会会員 H28.5.26 3

親子の居場所づくり 親子サロン（６月①） 足立区女性団体連合会会員 H28.6.9 3

親子の居場所づくり 親子サロン（６月②） 足立区女性団体連合会会員 H28.6.23 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 H28.7.14 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 H28.7.28 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 H28.8.4 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 H28.8.25 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 H28.9.8 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 H28.9.29 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 H28.10.13 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 H28.10.20 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 H28.11.10 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 H28.11.24 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 H28.12.8 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 H28.12.22 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 H29.1.12 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 H29.1.26 3
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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 H29.2.9 3

（足立区つづき） 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 H29.2.23 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 H29.3.9 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 H29.3.23 3

出前講座 DV講演会 西山　さつき H28.5.18 2

出前講座 子育て世代のマネー講座 中村　真佐子 H28.5.21 2

出前講座 気持ちが伝わる話し方入門 池田　絵里 H28.7.25 2

出前講座 時間管理の考え方 中倉　誠二 H29.2.14 2

出前講座 介護制度がどうなるの？ 長田　昌子 H29.2.17 2

出前講座 デートDV（荒川商業高等学校） フェミニストセラピーなかまカウンセラー
H28.7.8
H29.2.16

2

出前講座 デートDV（区立第七中学校） フェミニストセラピーなかまカウンセラー H28.10.15 2

出前講座 デートDV（足立学園高等学校） 西山　さつき
H28.10.17
H28.10.19

2

出前講座 デートDV（足立東高等学校） 西山　さつき H28.12.12 2

出前講座 デートDV（足立高等学校） フェミニストセラピーなかまカウンセラー H28.12.12 2

出前講座 デートDV（足立西高等学校） フェミニストセラピーなかまカウンセラー H29.3.16 2

葛 飾 区 ワーク・ライフ・バランスに関する講座・講演会 パパ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―男性学の視点から―」 田中俊之 H28.7.31 3

ワーク・ライフ・バランスに関する講座・講演会 パパ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㈱エムズキッチン講師２名 H28.7.31 3

ワーク・ライフ・バランスに関する講座・講演会 介護で仕事を辞めないために～介護への備えと心得～ 高室成幸 H29.2.18 3

企業向けセミナー 知らないと損をする！会社を守る+発展させる就業規則のススメ 森田 涼子 H28.11.10 3

男性の家庭生活参加促進に関する普及・啓発 ママとパパの愛情アップ講座　お父さんのための「赤ちゃんとの遊び・ふれあい」 二瓶保、瀬川晋嗣、高橋冬乃、須藤裕子 H28.6.12、11.6 3

男性の家庭生活参加促進に関する普及・啓発 パパ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４名 H28.7.31 3

男性の家庭生活参加促進に関する普及・啓発 パパと一緒に「パエリア」をつくろう　クリスマスパーティー 吉田光一、他5名 H28.12.4 3

再就職講座 クラウドソーシング～就活・起業のための実践準備 高橋聖佳 H28.11.18 3

女性のためのしごと相談、大学、NPO等との交流・連携 パートで働くときの知恵袋～労働法・社会保険・労働保険・税金～ 大西綾子 H28.7.13 3

窓口職員等研修 在日外国人のＤＶ被害について ～現状と対応～ 新倉久乃 H28.8.23 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～セルフケアグループづくりをめざして～ 西山さつき H28.6.9～7.7（3日間） 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　お母さんのための「産後うつ予防と骨盤体操」 井出陽子 H28.6.12、11.6 3

男女共同参画 助け合おうよ。講談でわかるいきいき男女共同参画 宝井琴桜 H29.3.3 3

男女平等に関する講座・講演会の開催 幸せなママになるレッスン 石井クンツ昌子、飯村久美、相原あすか H28.5.20～H29.2.2（6日間） 3

男女平等に関する講座・講演会の開催 働き女子の＂キレないワタシ＂になる講座 高田しのぶ、高山直子、海原由佳 H28.9.3～24（3日間） 3

男女平等に関する講座・講演会の開催 オトナのオンナのセカンドステージ 浅野幸子、柚楽弥衣、遠藤智子他2名 H28.9.13～H29.3.21（6日間） 3

男女平等に関する講座・講演会の開催 人権講座「身近に潜む人身取引」【人権講座第４回】 瀬川愛葵 H28.11.8 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 H28.10.21 2

男女平等教育を進めるための教員研修 デートDVって何？　～問題への理解と予防教育の重要性を学ぶ～ 西山さつき H28.7.27 4

男女平等保育を進めるための保育士研修 保育所における児童虐待への対応と保育者の役割～子ども、保護者への支援を進めるために～ 春原由紀 H28.12.20 4

企画講座 映画「何を怖れる」松井久子監督に聞く男女平等をすすめた女性たち 松井久子 H29.3.11 3
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（葛飾区つづき） メディア・リテラシー向上に向けた講座 楽しく！わかりやすい!!　メディア・リテラシーを高めるための連続講座 猪股富美子、諸橋泰樹 Ｈ29/2/16、23 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 H28.4月～H29.3月 1・2

男性向け料理講座 男の料理講座 増田　稔 Ｈ28.4.24.、5.15. 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　～自分という人生の長距離ランナー～ 増田　明美 H28.6.23 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 深瀬　政子 H28.7.10 3

再就職支援セミナー 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

H28.7.14 1・2

再就職支援セミナー 再就職支援セミナー「パートだった私が社長になったわけ！」 （株）PC明光取締役社長　赤星恵美 H29.1.25 1・2

再就職支援セミナー 再就職支援セミナー
船堀ワークプラザマザーズコーナー　伊藤真
利江

H29.1.26 1・2

再就職支援セミナー 再就職支援セミナー 東京しごとセンター　講師 H28.9.29 1・2

ワークライフバランス 世界一清潔な空港を支えて 日本空港テクノ株式会社　新津春子 H28.9.15 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 － H28.11.14.～11.18. 3

タワーホール船堀展望塔ライトアップ パープルリボンストラップ配布＆DV防止啓発帽子配布 － H28.11.18.～25. 3

女性史講座 持統天皇の生涯 淑徳大学准教授　鈴木　織恵 H28.10.14 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 H28.12.18 1・2

女性の健康週間講座 尿トラブル予防と簡単エクササイズ
東京女子医科大学看護学部准教授
中田晴美

Ｈ29.3.3.、3.30. 1・2

八 王 子 市 意識啓発講座 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 H28.4.14～5.12（4日間） 1、2

意識啓発講座 （男女共同参画週間）記念映画会「看護婦のオヤジがんばる」 － H28.6.11 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 H28.6.14～7.12（4日間） 1、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 H28.6.16 2

意識啓発講座 （男女共同参画週間）記念講演会「21世紀に働く女性たちへ～一人ひとりが輝くために～」 住田　裕子 H28.6.26 1、2

意識啓発講座 出前講座「男女共同参画入門」（私立大学） 市職員 H28.7.7 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 H28.7.12～7.26（3日間） 1、2

参画啓発講座 夏休みの父子料理教室「パパとつくろう！簡単まきまき巻きずし」 丸川　由貴 H28.7.30 1、2

参画啓発講座 男性の料理に関する男女共同参画センター登録団体交流会 市職員 H28.8.25 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 H28.8.25、H29.3.29 1、2

意識啓発講座 明日から実践！家族や子どもの命を守る防災講座 宮丸　みゆき H28.9.8 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

H28.9.17 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 H28.10.6 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 Ｈ28.10.15、10.29（2日間） 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！これからの自分磨きのための絵本ワークショップ」

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

H28.10.19 1、2

就労支援講座 働き続けたいままのための応援講座～キャリアプラン＆保育園選びのコツ～ 小倉　環 H28.10.27 1、2

DV出前講座 デートDV出前講座（都立高等学校） 市職員 H28.11.15 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」 廣嶋　栄美子 Ｈ28.11.17～12.22（5日間） 1、2

参画啓発講座 新米パパ必見！産まれてくる赤ちゃんとママとの絆を深める父親学級 渡辺　大地 H28.11.20 1、2

意識啓発講座（DV）
「女性に対する暴力をなくす運動」講演会
「愛情という名の支配～カウンセラーが見てきた家族の暴力～」

信田　さよ子 H28.11.23 1、2

意識啓発講座（DV）
教職員のためのDV理解と子どもへの影響～学校として子どもや保護者とどう向き合うか～〈学校マネジメント力向
上研修Ⅰ（第３回〉

細田　眞由美 H28.12.6 2
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自立・介護・健康支援講座 男性のための介護教室～知って得する介護の知識と交流会～ 八王子保健生活協同組合職員 H28.12.10 1、2

就労支援講座 女性活躍推進セミナー～女性活躍を推進するメリットとその手法～ 宮越　泰子 H28.12.13 1、2

（八王子市つづき） 就労支援講座 女性のためのリーダー育成講座～私らしく働くために！～ 増田　雅好 H29.1.18～2.15（3日間） 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～ 加藤　秀一 H29.1.30 1、2

意識啓発講座 映画評論家が語る映画の中の女性像～メディアリテラシーの視点から学ぶ～ 松本　侑壬子 H29.2.2 1、2

就労支援講座 初めてでもわかる！起業で役立つWeb活用講座 永友　一朗 H29.2.21、H29.2.28（2日間） 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 H29.2.22 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 H29.3.2～3.16（3日間） 1、2

DV出前講座 デートDV出前講座（都立高等学校） 市職員 H29.3.15 2

職員研修 （窓口職員）「DVと児童虐待の関連について～職員として正しい知識と対応を学ぶ～」 春原　由紀 H28.9.21 4

職員研修 （管理職）「管理職に求められる男女共同参画の視点」 羽白　淳 H28.8.2 4

DV被害者支援講座 心のケアと自分を好きになる方法 松本　和子 H29.2.9 1、2

第26回 女と男のいきいきフォーラム八王子 講演会「自分らしい幸せに向かってチャレンジ～広い視野でワーク・ライフ・バランスを考える～」 大崎　麻子 H29.2.25 3

第26回 女と男のいきいきフォーラム八王子 分科会「女と男のコミュニケーション～『自分らしさを知ること、気づくこと』がはじめの一歩～」 羽田　冨貴子 H29.2.25 3

第26回 女と男のいきいきフォーラム八王子 分科会「パパも一緒！親子で楽しもう～『音楽』と『絵本の朗読』～」 市橋　邦彦 H29.2.25 3

第26回 女と男のいきいきフォーラム八王子 団体企画「自分らしく生きるヒント！人間関係で悩んでいるあなたへ」 マザーリーフ H29.2.25 3

第26回 女と男のいきいきフォーラム八王子 団体企画「女性が知っておきたい上手な働き方と社会保険とお金のお話」
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

H29.2.25 3

第26回 女と男のいきいきフォーラム八王子 団体企画「パパと作って飛ばそう！おもしろ飛行物体」
男女共同参画センター登録団体
「レクボラNO.1」会員

H29.2.25 3

第26回 女と男のいきいきフォーラム八王子 団体企画「八王子市制100周年　女性がしあわせになる街を目指して」
男女共同参画センター登録団体
八王子てをつなぐ女性の会

H29.2.25 3

立 川 市 行政主体講座 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～ 河野　千鶴子（キャリアカウンセラー） H28.5.16 3

行政主体講座 女性のための再就職支援セミナー　「働く私にもどる！再就職への第一歩」 荻野　智美（キャリアカウンセラー） H28.5.26 3

行政主体講座 配偶者暴力（ＤＶ）被害者支援のための基礎知識
春原由紀（武蔵野大学教授）
打越さく良（弁護士）

H28.5.10 4

行政主体講座 暴力予防教育出前講座「連れ去り防止教室」
ＮＰＯ法人市民共同学習プロジェクト子どもひ
ろば

H28.6.20 2

行政主体講座 就活メイクアップセミナー メイクセラピスト　フォトグラファー H28.7.8 3

行政主体講座 女性再就職サポートプログラム「働く私にもどる！再就職スタートアップコース」
テンプスタッフキャリアコンサルティング
(株)キャリアアドバイザー

H28.7.12～7.14、7.19、7.20 3

行政主体講座 ビジネスマナーセミナー
坪田まり子
（プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー）

H28.7.27 3

行政主体講座 熊本地震災害から学ぶ～災害対応は日常の延長
浅野幸子（早稲田大学「地域社会と危機管理
研究所」招聘研究員）

H28.9.14 3

行政主体講座 子育て中の女性のためのパソコン講習 パソコンインストラクター H28.9.27～9.29 3

行政主体講座 たちかわ女性塾
南城ひかり（マナー講師）
結城美惠子(ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ代表）ほか

H28.10.3、10.17、10.31、11.14、11.21、
12.5

3

行政主体講座 就活メイクアップセミナー メイクセラピスト H28.10.21 3

行政主体講座 就活着こなしセミナー 洋服の青山 H28.11.11 3

行政主体講座 性同一性障害への理解を深める講座「自分自身を取り戻すために」 ＧＩＤ西多摩代表 H28.11.12 3

行政主体講座 子育て中の女性のためのパソコン講習 パソコンインストラクター H29.1.31～2.2 3

行政主体講座 リーダーシップ基礎開発講座 稲葉紀明（人材育成コンサルタント） H29.1.26、2.2、2.9 3
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行政主体講座
①家庭内マネジメント！+
②男のええ加減料理 ①、②石蔵文信 H29.1.22 3

（立川市つづき） 行政主体講座 音楽のチカラde時代を変えた女たち 本田純（MUSIC TRAVEL） H29.2.25 3

行政主体講座 自分らしい働き方セミナー「プチ起業とワーク・ライフ・バランス」 大嶽圭子（キャリアカウンセラー） H29.3.3 3

行政主体講座 男性の料理講習～包丁なしでアレンジ料理！ コープみらいの皆さん H29.3.13 3

行政主体講座 狙われる１０代～危険から身を守るには？ NPO法人ライトハウス H29.3.13 3

行政主体講座 輝く女性で未来が変わる！？ パネラー：女性市議会議員 H29.3.24 3

行政主体講座 立川市ＬＧＢＴ職員研修

原　ミナ汰（NPO法人共生社会をすくるセク
シュアル・マイノリティ支援全国ネットワーク代
表理事）

H29.3.22 3

行政主体講座 イクメン講座☆パパ同士で語ろう～パパチャレ！パパはカメラマン！ 新井敏之（カメラマン） H28.9.3 3

行政主体講座 イクメン講座☆パパ同士で語ろう☆パパチャレ！～パパと一緒におにぎらず
窪田　惺（立川介護老人保健施設わかば施
設長)

H28.12.3 3

行政主体講座 イクメン講座☆パパ同士で語ろう☆パパトーク 稲葉恭子(ＮＰＯ青梅子ども未来代表理事） Ｈ29.3.8、3.15 3

市民企画 国連女性差別撤廃条約を学びいかそう 堀江ゆり（日本婦人団体連合会副会長） H28.6.11 3

市民企画 親子であそぼうわらべうた 立川保育研究会会員 H28.6.12 3

市民企画 親子ヨガ 金愛香（ヨガインストラクター） H28.6.12 3

市民企画 お一人でもおいしいカフェ風ランチ 飯田み小枝（フードコーディネーター） H28.6.18 3

市民企画 育休明けて・・・今、どうしてる？ ウィンド会員 H28.6.18 3

市民企画 いきいきと自分らしく暮らすためにパート2～わかると安心　地域包括ケア～ 玉置憂子（看護師・僧侶）ほか H28.6.18 3

市民企画 脳梗塞からの復帰～これからの介護の視点
高木洋子（多摩市介護保険運営協議会市民
委員）

H28.6.22 3

市民企画 憲法カフェ 河村文（弁護士） H28.6.23 3

市民企画 しんぶんちぎり絵 新日本婦人の会立川支部会員 H28.6.23 3

市民企画 ドキュメンタリー上映会「みんなの学校」 なし H28.6.24 3

市民企画 映画「パパ、遺伝子組み換えってなあに？」 なし H28.6.25 3

市民企画 女性の心と体を守る護身術 森山奈央美（NPO法人インパクト東京代表） H28.6.25 3

市民企画
コンサート
「明日をみつめて」～水無月に咲く紫陽花のように

内田一行、青木雪子、神野朋子、山崎敏弥
（声楽）、小西とも子(ﾋﾟｱﾉ)

H28.6.26 3

市民企画 「そういうことか！日本の古典」シリーズ～ほんとうの徒然草を知っていますか 山崎省次（日本古典文学研究家） H28.9.10、10.8 3

市民企画 男の子・女の子の育て方の違いを知って育児を楽しもう
日原みちる（(株)マザートゥリー代
表）

H28.10.6 3

市民企画 次の一歩を踏み出したいママのための講座 ママサプリメンバー3人 H28.10.21、11.18 3

市民企画 書きたい人の文章講座 蜂須賀裕子（フリーライター） H28.10.28、11.20、12.16、H29.2.9 3

市民企画 思春期の健康講座 丸橋和子（産婦人科医師） H28.11.19 3

市民企画 女性と子どもの貧困をなくすために
永野千鶴子（ヨガインストラクター）
伊藤みどり（働く女性の全国センター
代表）

H28.11.27 3
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（立川市つづき） 市民企画 女性アスリートたちの現在 山田ゆかり（早稲田大学講師） H28.12.5 3

市民企画 リプロダクティブ・ヘルス/ライツ講座～子宮筋腫等への子宮内膜アブレーション(MEA)の応用
金岡靖（医誠会病院レディースセン
ター長）

H28.12.10 3

市民企画 自分を好きになりたいあなたのための自己発見講座 芹川藍（劇団主宰・演出家） H28.12.11 3

市民企画 輝けてる？育休復帰後の私 中野円佳（女性活用ジャーナリスト） H29.1.22 3

フォｰラム
第８回たちかわ男女平等フォーラム基調講演
「男女平等社会における父親の役割とは」

田中俊之（武蔵大学助教） H28.6.19 3

ＷＬＢ 平成28年度立川市ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定式＆セミナー 一之瀬幸生（セントワークス㈱） H29.2.3 3

武 蔵 野 市 イクボス・ケアボス研修（人事課共管） イクボス・ケアボス 東　浩司 H29.1.31 4

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 H29.2.3～2.24（４日間） 1・2

男女共同参画週間事業 「子どもの貧困を考える」～あなたの近くにいる困っている子どもたち～ 阿部 彩 H28.6.21 3

男女共同参画週間事業 「クラシック音楽とジェンダー」～女性作曲家に光を当てる～ 小林 緑 H28.6.18 3

男女共同参画週間事業 みんなで考える「オトコの地域活動in むさしの」～ワーク・ライフ・ソーシャルで人生を楽しもう！～ 川島 高之 H28.6.19 3

男女共同参画週間事業 「データを職場環境改善のチカラにin 東京2016」 H28.6.19 3

男女共同参画週間事業 「ネパール女性の活動に見る震災復興と自立への道」 小嶋 美代子 H28.6.20 3

男女共同参画週間事業 「やりたいことを実現させるためのコミュニケーション術☆ ～秘訣は愛と想像力！～」 竹内 千寿恵 H28.6.24 3

男女共同参画週間事業 「親の知らない中高生のリアル～JK ビジネスの危険～」 仁藤 夢乃 H28.6.24 3

男女共同参画週間事業 あなたの「からだ」の声、聞こえていますか 吉留 桂 H28.6.25 3

男女共同参画週間事業 「ネファリアス～売られる少女たちの叫び～」 山岡 万里子 H28.6.25 3

男女共同参画週間事業 LGBT の子どもの過ごしやすい地域について考える 特定非営利活動法人ReBit H28.6.25 3

男女共同参画推進センター事業 子どものネットトラブル～SNS社会を賢く生き抜くために～ 渡辺 真由子 H28.5.29 1・2

男女共同参画推進センター事業 母から娘に伝えたい「いのちと性のはなし」 大田静香 H28.7.3 1・2

男女共同参画推進センター事業 もっと伝わる★輝くコミュニケーション　心理学メソッドで分かるあなたの個性と“伝えるチカラ”向上法 橋本 暢子 H28.7.30 1・2

男女共同参画推進センター事業 センター移転記念講演会　わたしたちの男女共同参画と推進センターを考える 萩原 なつ子 H28.10.1 1・2

男女共同参画推進センター事業 わかっちゃいるけどやめられない、“男 ”働き　～やはり仕事も子育ても、両方したい～ 田中 俊之 H28.10.29 1・2

男女共同参画推進センター事業 家庭内モラル・ハラスメント　～子どもと自分自身を守るために～ 本田 りえ H28.11.12 1・2

男女共同参画推進センター事業 DV離婚と子ども　～知っておきたい法律のこと 露木 肇子 H28.11.19 1・2

男女共同参画推進センター事業 映画上映とトークカフェ『フレンチアルプスで起きたこと』 H28.11.20 1・2

男女共同参画推進センター事業 「ひとり親支援」から見えてくること　“誰もが生きやすい”社会へ 赤石 千衣子 H29.2.11 1・2

男女共同参画推進センター事業 シングルマザー座談会　～お金と制度～ 森岡 千恵子 H29.2.14 1・2

男女共同参画推進センター事業 二足のわらじで自己実現！社会的複業のススメ 芦沢 壮一 H29.2.18 1・2

男女共同参画推進センター事業 地元企業の女性と考える　しなやかなワークスタイル　～仕事も家族も自分も大事にしたい～ 麓 幸子 H29.3.4 1・2

平成28年度武蔵野市ワーク・ライフ・バランス講演会 地域と、暮らしと、ハタラクカイギ２０１７ 北池 智一郎、吉田麻里子、中田よしこ、小崎奈央子 H29.3.5 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 H28.6.6 1・2

むさしの男女共同参画市民協議会企画事業 ディズニーアニメのヒロインに学ぶ　メディアリテラシー 国広 陽子 H28.11.26 1・2

むさしの男女共同参画市民協議会企画事業 「一票の重み・生活と政治はつながる　いま伝えたい若者と女性へ」　ＰＴＡから政治の道へ　小池順子のメッセージ小池 牧子 H29.1.28 1・2
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（ 武 蔵 野 市 つ づ き ） 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 荻野 佳代子 H29.2.21～3.7(全３回) 1・2

むさしの男女共同参画市民協議会企画事業 働く母親が安心して住める社会とは…「待機児童問題」から“女性の貧困”を考える 猪熊 弘子 H29.2.25 1・2

むさしの男女共同参画市民協議会企画事業 自分で描く終末のデザイン　～任意後見制度の使い方～ 谷屋 幸子 H29.3.18 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 「三鷹を元気にする市民のつどい」～地域の多彩なメンバーあつまれ！～ 萩原　なつ子 H29.2.5 3

男女平等参画講座 『ワンオペ育児』って私のこと？～頑張りすぎずに乗り切る秘訣～ 藤田　結子 H29.3.15 3

男女平等参画講座 『アサーティブ・トレーニング』～互いを尊重するコミュニケーション術～ 小柳　茂子 H29.3.23 3

ライフ・ワーク・バランス推進のための市民協働講座 キャリア＆ライフプランから考えよう！あなたのライフ・ワーク・バランス 堀江　咲智子ほか H29.1.21 3

男女平等参画週間パネル展
パネル「男女平等参画と女性活躍～働く女性のあゆみを通して～」の展示と啓発ＤＶＤの放映、男女平等参画図書
コーナーの設置

H28.6.27～H28.7.1 3

三鷹版　働き方改革応援セミナー（経営者向け） 「企業の人財確保のために、いま求められていること」 渥美　由喜 H29.2.17 3

三鷹版　働き方改革応援セミナー（従業者向け） 「今日からできる！“働き方見直し”術」 清水　亜希子 H29.3.14 3

三鷹版　働き方改革応援セミナー（支援者養成研修） 基礎編・実践編 渥美　由喜 H29.3.16 1・2

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 H28.10.26 4

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 H28.10.26 4

青 梅 市 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）
H28.6.14～6.23

（全4回）
1

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）

H28.6.28 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）
H28.11.8～11.17

（全4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
H28.11.15～12.6

（全4回）
1・2

男女平等参画講座 プロから学ぶ！デジカメテクニック講座 プロカメラマンまえのかつみ H28.11.18 1

男女平等参画講座 「皆がイキイキ働ける職場づくり- ダイバーシティとＷＬＢの実現を目指して -」（中小企業） 株式会社　ウィ・ラーニング 田中　徳子 H28.11.21 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）

H28.12.8 1・2

男女平等参画講座 「女性活躍推進を目指し、ワークライフバランスに取り組もう！」（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）

H29.1.17 4

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
H29.2.14～3.7

（全3回）
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）

H29.3.7 2

男女平等参画講座 知って「デートＤＶ」（市立霞台中学校）
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）

H29.3.10 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）

H29.3.10 2

府 中 市 第30回男女共同参画推進フォーラム
基調講演
「私の７Ｋライフ　－男性が子育て、介護、看護、子ども会活動から学んだことー」

Ｈ28.11.19～20 3

登録団体連絡会総会
平成2７年度の活動報告について
平成2８年度活動計画、役員の改選　等

平成28年4月16日（土） 1・2

いきいき女性セミナー
暮らしを楽しむ

・日本の四季と月暦
・スリランカの元戦争地域の女性たちの経済自立支援
・女性たちの潜在能力に光を当てて！
・頑張らずにからだの変化を受け入れて！
・ワークショップ価値観ババ抜き　　　　　　　　　　　　・ワークショップ私の暮らしの楽しみ方・学び続ける私の生き方

講師：加藤淳子（元都立高等学校教師）、カク
チ・スベンドリニ（ナダァジャパン代表）、並木
玲子（ナダァジャパン理事）、毛利素子（毛利
もとこ女性クリニック院長）、鮫島京子（心理カ
ウンセラー）

平成28年6月1,8,15,22,298日
(水)

1・2

男女共同参画週間記念講演会
　「女性が活躍する社会に向けて」

女性活躍推進法を含んだ男女共同参画について
講師：宮浦　千里
（東京農工大学副学長、女性未来育成機構
長）

3
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10　講演会・講座等の状況(28年度実績）

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・ﾊﾞﾙｰﾝｱｰﾄ

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親子健康体操他

平成28年6月23日（金）～,29日(木） 3

（府中市つづき）
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28年
6月28日（水）

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28年6月25日（土） 3

府中市女性センター登録団体交流会
美術の展開と女性－オーストラリアの先住民、アボリジニの世界
から

オーストラリアの先住民アボリジニの美術展開の女性の活躍について
講師：窪田　幸子
（神戸大学大学院国際文化学研究科教授） 平成28年10月29日（土） 1・2

新米ママとパパのための子育てイベント ママはヨガ、パパはベビーマッサージで楽しい休日を 講師：府中市助産師会
平成28年12月10日（土）

1・2

女性のためのDIY&大工講座
DIY入門と簡単ラック作り

DIY入門～補修や修理
　 　　                 ・壁、床　・網戸の張り替え
　　　　                ・塗装について
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28年10月17,24日
11月7,14日（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29年2月7,14,21,28日 1・2

思春期の子どもの今？～学校での「デートDV」講座から～
中学、高校で「デートDV」の講座を行っている講師から実際の講座の内容や受講した生徒の反応について話しても
らったあとで、子どもたちがより良い関係づくりをする上で大切なことを考えるワークを実施

講師：狩野　洋子（フェミニストセラピー“なか
ま”カウンセラー）

平成28年10月20日、平成29年1月19
日（木）

3

女性に対する暴力をなくす運動関連講座
モラハラは家庭内支配？

モラル・ハラスメントの基礎知識と対処法を学ぶ
講師：本田　りえ
（（臨床心理士）

平成28年11月26日（土） 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28年6月14日（火） 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28年7月7日(木） 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
「女性がいきいきと働き続けるための基礎知識」

働き方に応じて知っておきたい法制度、ライフイベントで役立つ法制度、雇用保険・社会保険・税金のポイント整理
講師：櫻井　三樹子
（特定社会保険労務士）

平成29年1月24日,31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28年7月17日～9月25日（金） 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29年1月16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24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？～他

今最も注目されている最新の治療法、子宮動脈塞栓術（UAE)、整形外科、耳鼻咽喉科 講師：府中恵仁会病院医師
平成27年6月4日・9月10日

・11月12日（土）
1・2

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28年10月21日（金） 4

府中市男女共同参画市民企画講座
楽しいゲームで認知症予防

２０のゲームを活用して、楽しみながら、認知症の理解と人と人を優しくつなぐ脳活性の訓練。
講師：加藤　良江（NPO認知症予防ネット認定
リーダー）

平成28年5月13、27日6月10,24日
（金）

3

府中市男女共同参画市民企画講座
親子で学ぶ自己紹介のコツ

レクチャーとワークの組み合わせによる講義。 講師：芦沢　壮一（プレゼン技術コーチ） 平成28年7月16日（土） 3

府中市男女共同参画市民企画講座
今　なぜ少子化が問題になるのか

少子化対策ではない「産む・産まない」を考える 講師：柘植　あづみ（大学教授） 平成28年5月14日（土） 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
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10　講演会・講座等の状況(28年度実績）

府中市男女共同参画市民企画講座
ＤＶからあなたを護る「対人スキル習得講座」
幸せを引き寄せるために

女性が暴力被害にあったり、支配・服従関係に陥ったりしないための知識とスキルを身に着ける。
講師：飯野　弘美
（精神保健福祉士、産業カウンセラー）

平成28年9月24日(土） 3

（府中市つづき）
府中市男女共同参画市民企画講座
自分らしい起業のしかた“第一歩”を学びませんか

女性が仕事に対する自覚と自分対する自信をもって起業を始められるようになる。 講師：藤本　玄太（会社　代表取締役） 平成28年9月14日（水） 3

府中市男女共同参画市民企画講座
絵本と語り　とっておきのはなし会を

絵本の読み聞かせや語りのノウハウを学び、お話し会を作る。
講師：須山　優子
（NPO法人理事）

平成28年6月16日7月14日8月25日
（木）

3

府中市男女共同参画市民企画講座
夏休み!色育体験しよう家族でカラーコミュニケーション

・色についての座学・バルーンアート制作
講師：坂本　優子（日本色育アドバイザー）
高梨　珠子（世界公認バルーンアーチスト）

平成28年7月31日（日） 3

昭 島 市 男女共同参画講演会 上司が変われば職場が変わる　～イクボスのすすめ～
安藤　哲也（ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパ
ン代表理事）

H28.10.22 3

男女共同参画セミナー ココロとカラダを自分で守る 花崎　晶（フェミニストセラピィ“なかま”） H28.11.17 3

男女共同参画セミナー 子育て世代のためのマネーライフプラン 飯村　久美（ＦＰ事務所アイプランニング） H29.2.24 3

男女共同参画セミナー 誰もが自分らしく暮らせる社会～LGBTとの共存を目指して～
特定非営利活動法人ReBit
沢部　ひとみ（作家、ＮＰＯ法人アサーティブ
ジャパン認定講師）

H28.9.25～H28.11.6（4日間） 3

調 布 市 “好き”に変はない展inちょうふ
「IDAHOT(アイダホ)国際反ホモフォビアの日)」にちなみ写真パネルを展示。
平成28年5月17日～6月24日　展示数4作品
平成28年6月25日・26日（男女共同参画推進フォーラム内で実施）　展示数19作品

パネル提供　日本セクシャルマイノリティ協会 H28.5.17～6.26 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１６ 実行委員会企画①映画「そして父になる」 H28.6.25，H28.6.26 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１６ 実行委員会企画②講座「ポジティブカラー＆メイクアップ」
小林伸子（カラーコンサルタント・ヘアメイク
アップアーティスト）

H28.6.25，H28.6.26 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１６ 実行委員会企画③講座「美脚入門カフェ 目指せ健康美脚！」「足・くつ・歩行でお悩みの方入門講座」 清本京子氏 H28.6.25，H28.6.26 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１６ 実行委員会企画④遊び　親子で遊ぶ「キラキラキッズ」 調布美術研究所・子供アートくらぶ・エホケン H28.6.25，H28.6.26 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１６ 実行委員会企画⑤講座「キャリアカウンセラーに聞いてみよう！」
長谷川能扶子氏（１級キャリアコンサルティン
グ技能士）

H28.6.25 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１６ 実行委員会企画⑥講座「父と子で和菓子づくり」 小宮崇氏（和菓子処今木屋） H28.6.25 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１６ 実行委員会企画⑦カウンセリング「交流分析を用いた無料カウンセリング」 ＴＡ心理カウンセラー H28.6.25 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１６ 実行委員会企画⑧講演 横山巌弁護士が語る「いじめと向き合う～意識改革～」 横山巌氏（弁護士） H28.6.26 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１６ 実行委員会企画⑨キャラクターショー「男の子だからって？女の子だからって？」 ユウグライド H28.6.26 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１６ 実行委員会企画⑩“好き”に変はない展inちょうふ
パネル提供
日本セクシャルマイノリティ協会

H28.6.25，H28.6.26 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１６ 実行委員会企画⑪展示「ひ・だまり」 H28.6.25，H28.6.26 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１６
協力団体企画： アラフォー・ママカフェ，遊び「プラバン　ワークショップ」，遊び「紙芝居　調布の民話」，展示「知的
障害のある人にスポーツを」，音楽「三中吹奏楽部アンサンブル」，音楽「こころの詩」コンサート

H28.6.25，H28.6.26 3

写真展「調布の自然　女性写真家とその仲間達。」
女性写真家と撮影仲間の方が調布で撮影した草花と野鳥の写真を展示。
展示数13作品

協力　株式会社デジスコドットコム H28.6.22～8.31 3

セクシュアルマイノリティの子どもを支える学校・家庭・地域づくり
セクシュアルマイノリティやそのまわりへの適切な情報発信と支援を実現するために配慮することや，個性を尊重し
た柔軟な対応に重要なことを理解する。

日高庸晴氏(宝塚大学看護学部教授) H28.7.25 3

『凜として市民がたどる調布の女性史』発行記念事業
調布の女性史と暮しの手帖展（自治総合センターと共催）

『暮しの手帖』やそのパネル，『凜として市民がたどる調布の女性史』を一部抜粋したパネル，昭和30年代から40年
代の調布の写真の展示。市制10周年記念ＤＶＤ「生きている町」の上映。

資料提供　暮しの手帖社 H28.8.30～9.4 3

『凜として市民がたどる調布の女性史』発行記念事業
「過去から未来へ　大切にしたいこと」
（自治総合センターと共催）

対談：ドラマ「とと姉ちゃん」にみる大切にしたいこと
シンポジウム：凜として　調布の女性　過去から未来へ

檀ふみ氏（女優）
西田征史氏（脚本家）
澤田康彦氏（『暮しの手帖』編集長）
佐々木啓子氏（電気通信大学教授，『凜とし
て市民がたどる調布の女性史』監修）
大久保遥氏（白百合女子大学学生）

H28.9.11 3

疲れやストレスをリフレッシュ！～音楽で心を癒す時間～
日々感じる疲れを緩和・解消・予防するための「音楽」を使ったメンタルスキルや，自分も相手も尊重するコミュニ
ケーションのための具体的なテクニックを学ぶ。

新南田ゆり氏(ラブラヴォーチェ代表)，秋田美
穂子氏(ラブラヴォーチェ講師)

H28.10.22 3
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就労支援・保育士登録推進講座「あなたの力で未来ある子どもを
支えよう」

保育士資格保持者や保育士になろうと思っている人の就職・再就職につながる情報提供をする。 保育課，健康推進課職員 H28.11.16 3

（調布市つづき）
パープル＆オレンジリボンキャンペーン「ＤＶ・虐待のない世界
を！」パネル展

女性への暴力と子どもへの虐待の問題は互いに重なり合い，深い影響を及ぼし合うこと等についてのパネル展示 H28.11.8～11.14 3

「キャリア研究」についての講演（白百合女子大学） 女性の社会的・経済的自立の必要性について考える。
長谷川能扶子氏（１級キャリアコンサルティン
グ技能士）

H28.12.8 2

ナイスボス＆グッドパートナー研修（人事課と共催）
市の管理職職員が，ワーク・ライフ・バランスのとれた働き方や男女ともに働きやすい職場構築について必要なこと
を考える。

東浩司氏（株式会社ソラーレ代表・NPO法人
ファザーリング・ジャパン理事）

H29.2.3 4

女性のための起業セミナー（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。
池成姫(チー・ソンヒー)氏(株式会社
COAROO(コアルー)代表取締役

H29.2.7 3

パパと一緒に！親子のベビーマッサージin aona 男性に育児の楽しさを味わうきっかけを提供する。
浅井貴子氏（ベビーマッサージ教室カモマイ
ル主宰）

H29.2.12 3

「わたしはマララ」上映会 ３月８日の国際女性デーを記念し，女性の権利と世界平和の啓発を行う H29.3.1 3

男女共同参画視点の防災啓発
女性が避難所で気をつけること，用意しておく日用品等について特集した「男女共同参画推進センター通信しぇいく
はんず」の拡大パネルを展示。また，災害に備えて女性が日頃から携帯しておきたいものやハンカチ等で作る巾着
を紹介するコーナーを設置。

H29.3.3～3.20 3

町 田 市 父親の育児参画事業 「はじめての幼児食づくり」～パパの手作りご飯を食べてもらおう～ 森野三丁目保育園　栄養士 H28.5.15 3

健康支援セミナー 夫婦間・家族間のイライラもこれで解消　アンガーマネジメント講座
高田　しのぶ（一般社団法人日本アンガーマ
ネジメント協会ファシリテーター）

H28.6.8 3

男女共同参画週間記念講演 ドキュメンタリー映画『抱く｛HUG}』上映会&海南友子監督講演会 海南友子（ドキュメンタリー映画監督） H28.6.28 3

市民フォーラム協働事業
「まちだくらしフェア2016」男女平等推進センター協賛企画
シネマでトーク

－ H28.7.9 3

就職準備支援セミナー
いま一番知りたい
社労士が教える１０６万円の壁

大塚　隆裕（社会保険労務士） H28.7.15 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 H28.7.22 3

父親の育児参加事業 夏休み父子工作講座「ネイチャー工作をやってみよう」 ひなた村職員 H28.8.21 3

就職準備（起業）セミナー ミニブルーム交流カフェ「子育てママの心と体をメンテナンス～子育てママが日本を救う～」 池田　美帆（フィットネスコーチ） H28.8.29 3

子育て支援事業 敬老の日企画「リサイクルガラス砂絵をおじいちゃんおばあちゃんにプレゼントしよう」 ３R推進課 H28.9.3 3

意識啓発事業 防災・減災セミナー　突然の災害から大切なひとを守るための防災研修 エセナ大田 H28.9.14 3

ＤＶ防止啓発事業 「デートＤＶ出張講座」 東京弁護士会 H28.10.4～10.19 3

就職準備支援セミナー 女性のための就職準備セミナー
ハローワーク町田マザーズコーナー職員、保
育・幼稚園課

H28.10.17～18 3

子育て支援事業 子どもと心を通わせる　コミュニケーション 松本　純（親業訓練インストラクター） H28.10.22 3

女性のためのやさしい保険セミナー 女性のためのやさしい保険セミナー 岩崎　史子（ファイナンシャルプランナー） H28.11.9 3

DV防止啓発事業 「これって、デートDV？」（デートDV防止啓発講座） 東京弁護士会 H28.11.10 3

女性のための法律セミナー
女性のための法律セミナー
「もしも離婚を選ぶことになったなら　知っておきたい法律知識」

露木　肇子（弁護士） H28.11.15 3

運営委員会学習会 運営委員会学習会「シニア世代の出番です！地域で輝くイキメンをめざせ！」 棒田明子（NPO法人孫育て・ニッポン理事長） H28.12.19 3

職員向けセミナー 仕事力を育てる片付け術「年間２００時間！！探し物時間カットで仕事時間効率化」 響城　れい（ワーク＆ライフイノベーター） H28.1.16 4

就職準備セミナー
女性のための再就職支援セミナー
～面接から就業まで　押さえておきたいビジネスマナー～

矢生しおり（第一生命保険株式会社）、ハロー
ワーク町田職員

H29.2.14 3

登録団体企画講座 登録団体企画「世界から見た日本の男女平等」
坂本　洋子（NPO法人ｍネット・民法改正情報
ネットワーク理事長）

H29.2.18 3

女性の健康支援セミナー
いつまでも輝く女性でいるために
更年期ゆらぎ世代の心とからだの変化を知る

宮原　富士子（NPO法人
HAP(HealthyAgingProjectsForWomen)理事
長）

H29.3.2 3

登録団体企画講座 登録団体企画「防ごう！子どもへの性的暴力」 後藤弘子（千葉大学法科大学院　教授） H29.3.4 3
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就職準備セミナー
再就職応援セミナー
「忙しい朝におススメ！時短メイクのポイント」

森　秀美（印象管理メイク） H29.3.7 3

（町田市つづき） 女性の健康支援セミナー
更年期に負けない。色の力を借りて気分をアップ！
春をもっと楽しむカラーセミナー

田中　菜々子さん（日本カラーコーディネー
ター協会認定講師）

H29.3.8 3

DV防止啓発事業 「これって、デートDV？」（デートDV防止啓発講座） 東京弁護士会 H29.3.10 3

DV防止啓発事業 「これって、デートDV？」（デートDV防止啓発講座） 東京弁護士会 H29.3.13 3

健康支援講座 プレママ＆新米ママ向け「パペット絵本の作り方教室」 石井　里美（森野3丁目保育園保育士） H29.3.28～29 3

小 金 井 市 こがねいパレット 「幸せを呼ぶ10秒そうじ　掃除をしたくなるお話を聞きにきませんか？」
白坂裕子さん(一般社団法人日本そうじ協会
掃除道認定講師）

H28.11.12 3

多摩３市男女共同参画推進共同研究会　小金井市男女共同参
画講演会

講演「見つめ直そう！　ワーク・ライフ・バランス　兼業主夫として宇宙飛行士を支えて」 山崎　大地さん（民間宇宙飛行士） H29.1.29 3

再就職支援講座 ”働く私”に戻る！　再就職への第一歩in小金井　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） H28.10.13 3

小 平 市 第２０回女と男のフォーラム 講演「私らしい生き方で幸せになる」 香山　リカ（精神科医） H29.2.26 3

元気村ひろば ①ＣｏｍｉＣａｆｅ、②子どもひろば、③バザー、④上映会「人生、いろどり」
①～③参画センター登録団体、④男女参画
推進実行委員会

H28.10.23 3

女性の就労支援講座（ワールドカフェ） 話してみよう「私にとって『働く』ということ」 登録団体
H28.10.15、H28.10.20、H29.2.4、

H29.2.21
3

男女共同参画講座 「イチからわかるデートＤＶ］ 吉祥　眞佐緒（エープラス） H28.10.21 2

男女共同参画推進講演会 「働く女性のライフステージと健康」 厚生労働省派遣女性就労支援専門員 H28.12.3 3

男女共同参画推進講演会 「産後ママの心と体をいやす活動」 橋本　直子（小平はぐくみプロジェクト代表） H28.12.5 3

男女共同参画推進講演会 「男女共同参画と地域づくり」 武田万里子（津田塾大学教授） H28.12.9 3

日 野 市 男女平等推進センター講座 「イクボス宣言」特別講演
安藤哲也（ＮＰＯ法人ファザ-リングジャパン代
表理事）

H28.5.23 4

男女平等推進センター講座
学校法人実践女子学園特別公開授業「結婚するならイクメン！～家事・育児するオトコと暮らす幸せ～」（実践女子
学園共催）

安藤哲也（ＮＰＯ法人ファザ-リングジャパン代
表理事）

H28.11.22 3

男女平等推進センター講座 平成28年度イクボス管理職研修（実践女子学園共催）
林田香織氏（NPO法人ファザ-リングジャパン
理事）

H29.2.14 4

男女平等推進センター講座 ママの就職　はじめの一歩
ハローワーク八王子マザーズコーナー　ナビ
ゲーター

H28.8.30
H28.12.6

3

男女平等推進センター講座 私たちの暮らしにおける「はたらく」を考えるサロン
ハタラクラブ（「はたらく」を考える夫婦ユニッ
ト）

H28.9.10 3

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
H28.10.4～6

H29.1.31～2.2
3

男女平等基本条例推進講座 DV被害者支援の基礎知識～モラルハラスメントを学ぶ 西山　さつき（NPO法人レジリエンス副代表） H28.10.13 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

H28.11/4、11/18、11/25、12/2 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～」
Shiori氏（レジリエンスファシリテーター養成講
座2007修了者）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「子育てとワーク・ライフ・バランス～家族との時間も大切にする幸せ～」質疑応答・意見交換会　ほか
広井多鶴子氏（実践女子大学人間社会学部
人間社会学科教授、人間社会学部長、学園
理事）

H29.1.28 3

東 村 山 市 男女共同参画推進フォーラム 「あな吉さんの家族みんなで『ゆる家事』のすすめ」 浅倉　ユキ（時間管理術研究家） H28.10.23 3

男女共同参画推進講座 「たたかない、どならない子育て」
高祖　常子（育児情報誌「miku」編集長）

H.28.7.23 3

男女共同参画推進講座（３回講座） 市民カレッジ「女性のための就職活動応援講座」（全３回）

駒形薫 氏 （マザーズ マザーズハローハロー
ワーク立川就職支援ナビゲータ）
坂井 ナオミ氏 （メイクセラピーアドバイザー、
フォトグラファー ）

Ｈ2810.25、Ｈ28.11.1、H28.11.18 3
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（東村山市つづき） 交流室フェスタ DV防止啓発パネル展、男女共同参画推進関連ＤＶＤ上映　他 ― H28.11.12 3

男女共同参画推進講座「ラテンのリズムでストレッチ」 AYDA INAGAKI　(ZUMBAインストラクター) H.28.11.12 3

デートDV高校出張講座 「デートDV～お互いを大切にする関係とは～」
西山　さつき、栄田　千春(ＮＰＯ法人レジリエ
ンス)

H.29.1.19、 H29.2.7 2

国 分 寺 市 リプロダクティブ・ヘルス/ライツ講座 親子で学ぶカラダの変化のお話～月経ってなぁに？～
袋　珠美（バースコーディネーター・誕生学ア
ドバイザー）

H28.8.19 3

リプロダクティブ・ヘルス/ライツ講座　Part２． 思春期の男の子のからだとこころの変化のお話
袋　珠美（バースコーディネーター・誕生学ア
ドバイザー）

H28.11.30 3

介護における男女共同参画の意識づくり講座 今，私たちができること～NHKスペシャル老人漂流社会～「親子共倒れを防げ」「団塊世代　しのびよる“老後破産”」
板垣　淑子（HNK報道局社会番組部　チーフ
プロデューサー）

H28.12.7 3

介護における男女共同参画の意識づくり講座　Ｐａｒｔ２． なんとかなると思っていませんか？　長い老後の生活資金～安全な暮らしのためのマネー講座～
成宮　正和（東京都金融広報委員会金融広
報アドバイザー）

H29.1.25 3

男女平等の意識づくり講座 ちょっと気になる　男女共同△
加藤　恵津子（国際基督教大学文化人類学教授、
同大学ジェンダー研究センター副センター長）

H28.2.14 3

ワーク・ライフ・バランスの推進・子育て支援講座 今日から使える　パパの円満家事“４つのコツ” 三木　智有（ＮＰＯ法人tadaima代表理事） H29.3.5 3

男性の地域参画と働き方　格差是正講座 人生100年どう生きるか　ベストセラー「LIFE　SHIFT（ライフ・シフト）」からのメッセージ 影　圭太（NHK報道局　記者） H29.3.17 3

国 立 市 LGBT庁内研修 ｢LGBT研修｣ 原　ミナ汰ほか H28.12.20 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 H28.5.18～9.14 1

LGBTシンポジウム（第1部） ｢LGBTってなんだろう？～はじめての人でも理解できる基礎講座～｣ 原　ミナ汰ほか H29.2.12 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

H28.6.2～H29.3.12 1

男性の料理教室・親子版 男性の家事参加を促す。　全2回 北川みどり H28.4.2、8.6 1

福 生 市 男女共同参画セミナー 「あなたの日常に輝きを！～コーチングで学ぶコミュニケーション～」 河井　紋子（有限会社ピポロ代表） H29.2.19 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 H29.2.9 4

＜公民館主催＞男の家庭科 「ミシンでトートバックをつくってみよう」 講師：田中伸英 H29.1.28、H29.2.18 1・2

<公民館主催>男女共同参画フォーラム 「みんなで話そう　男の子の育て方　女の子の育て方」
助言者：富永貴公（都留文科大学社会学科専
任講師）

H29.2.25 3

＜公民館主催＞DV防止啓発講座 「人へのやさしさ・思いやり」
講師：富永貴公（都留文科大学社会学科専任
講師）

H29.3.4、H29.3.11 1・2

狛 江 市 男女共同参画理解のための職員研修会 ワークライフバランスとは。～なぜ今叫ばれているのか～
五十嵐伊津子（株式会社みずほフィナンシャ
ルグループ　グループ人事部ダイバーシティ
推進室長）

H28.4.27 4

男女共同参画推進フォーラム 局アナパパの子育て奮闘記―地域の人にも助けられて― 笠井信輔（フジテレビアナウンサー） H29.1.29 3

東 大 和 市 男女共同参画講座 「女性のための就職準備応援講座」
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）

H28.6.28 1

男女共同参画講座 「お父さんと一緒に楽しくクッキング！」 伊藤良雄（「中華料理　空龍」店長） H28.7.24 1

男女共同参画講座 「介護！!これから直面するあなたへ」
NPO法人まめの会理事長藤井道代（デイ
サービスえんどうまめ元代表・生活指導員、
介護福祉士）

H28.9.30 1・2

男女共同参画講座 「いざという時 あなたの大切な家族を 守るために」
北多摩西部消防署警防課職員
南街・桜が丘地域防災協議会女性班たんぽ
ぽ

H28.10.27 1・2

男女共同参画講座 「すぐに身につく護身術」 東大和警察署生活安全課長 H28.11.16 1・2

職員研修 　「男女共同参画社会の形成研修」 男性職員を対象に男性の育児参加と育休取得を促す。 安田広美（男女共同参画苦情等処理委員） H29.2.14 4

清 瀬 市 女性のココロとからだの講座　全3回１回目 30～40代の女性のココロとからだのバランスを考えたピラティス入門

NPO法人ちぇぶら代表理事
更年期フィジカルケアインストラクター
認定メノポーズカウンセラー
永田 京子

H28.5.25午前の部 3

女性のココロとからだの講座　全3回2回目 中高年のためのピラティス～楽しくからだを動かそう～

NPO法人ちぇぶら代表理事
更年期フィジカルケアインストラクター
認定メノポーズカウンセラー
永田 京子

H28.5.25午後の部 3

女性のココロとからだの講座　全3回3回目 ペアで楽しくピラティスを学ぼう

NPO法人ちぇぶら代表理事
更年期フィジカルケアインストラクター
認定メノポーズカウンセラー
永田 京子

H28.6.11 3
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男女共同参画週間メディアリテラシー講座　全3回1回目 男女の視点でメディアを読み解く
武蔵大学名誉教授
国広 陽子

H28.7.9 3

男女共同参画週間メディアリテラシー講座　全３回2回目 ＳＮＳでつながる子どもの被害防止を考える
メディアジャーナリスト
渡辺 真由子

H28.9.3 3

男女共同参画週間メディアリテラシー講座　全３回3回目 「記事」「広告」から情報リテラシーを学ぶ（文書講座第1回と兼ねる）
フリーライター・編集者
大橋 由香子

H28.10.22 3

「フェミニズムを生きる」シリーズ講座　全3回1回目 ～沖縄で女性への暴力に立ち向かう～
強姦救援センター沖縄代表
高里 鈴代

H28.11.19 3

(清瀬市つづき） 「フェミニズムを生きる」シリーズ講座　全3回2回目 ～女性学って何だろう～
和光大学名誉教授
井上 輝子

H28.12.3 3

「フェミニズムを生きる」シリーズ講座　全3回3回目 『働くわたしになる』（女性の自立支援講座と兼ねる）
世田谷区立男女共同参画センター長
桜井 陽子

H29.2.1 3

男性の生き方を考える講座　全5回1回目 男性の介護入門講座　介護情報編 市内４か所の地域包括支援センター職員 H28.6.29 3

男性の生き方を考える講座　全5回2回目 男性の介護入門講座　在宅介護編

キュー・オー・エルケアサービス責任者
間宮 奈保子
介護当事者　坂本 恵司

H28.7.13 3

男性の生き方を考える講座　全5回3回目 男性の介護入門講座　施設介護編　施設見学 しんあい清戸の里職員 H28.7.29 3

男性の生き方を考える講座　全5回4回目 身近な人が認知症になったら
複十字病院副師長・認知症看護認定看護師
樋口 里香

H29.2.9 3

男性の生き方を考える講座　全5回5回目 成年後見制度とは？
弁護士
戸部 直子

H29.2.28 3

男と女の参画セミナー　文章講座　全3回 プロから学ぶ　～文章講座～
フリーライター・編集者
大橋 由香子

H28.10.22、H28.10.28、H28.11.11 3

アイレック関係者合同研修会 女性をめぐる暴力と法律
一橋大学他非常勤講師
谷田川 知恵

H29.3.15 3

女性の自立支援講座　パソコン講座 「ワードでチラシづくり」
ＩＴ講習学習アドバイザー
（生涯学習スポーツ課）

H29.1.17、H29.1.18、H29.1.24、
H29.1.25

3

女性の自立支援講座　『働くわたしになる』 「フェミニズムを生きる」シリーズ講座と兼ねる
世田谷区立男女共同参画センター長
桜井 陽子

H29.2.1 3

2016（第21回)アイレックまつり　【子ども】 「人権カルタをとろう」　～子どもと考える男女共同参画～ ― H28.10.8 3

2016（第21回)アイレックまつり　【講演会】 「もっとやさしく、もっと自由に」　～これからの男女共同参画と生き方の処方箋～
精神科医・立教大学現代心理学部教授
香山 リカ

H28.10.8 3

2016（第21回)アイレックまつり　【音楽】 ギターと二胡の夕べ　～作曲家の思いは社会を変える　映画音楽とその時代～
ギター：太田 憲孝
二胡：井口 シオリ

H28.10.8 3

2016（第21回)アイレックまつり　【カフェ】 介護講談　聞いて笑っておしゃべりカフェ
講談師
田辺 鶴瑛

H28.10.9 3

2016（第21回)アイレックまつり　【映画】 『何を怖れる』上映　【監督トーク】　松井久子監督トーク
監督
松井 久子

H28.10.9 3

沿線３市男女共同参画連携事業　ワーク・ライフ・バランス関連事
業（事業者向け）

社会保険労務士が語る業績向上につながる経営戦略としてのワーク・ライフ・バランス
女性の活躍推進に必要なこと

東京都社会保険労務士会　副会長
山田 晴男

H28.11.30 3

沿線３市男女共同参画連携事業　ワーク・ライフ・バランス関連事
業（女性起業支援）

起業入門講座　“好き”と“得意”でつくる私のしごと
エフ・ブルーム㈱代表取締役　中小企業診断士
大江 栄

H28.7.6 3

沿線３市男女共同参画連携事業　ワーク・ライフ・バランス関連事
業（女性起業支援）

起業入門講座　これってビジネスになるの？かろやかに起業
(特非)市民フォーラム21・NPOセンター事務局長
藤岡 喜美子

H28.10.30 3

沿線３市男女共同参画連携事業　ワーク・ライフ・バランス関連事
業（女性起業支援）

女性起業応援フェスタ2016　沿線３市で活動する女性起業家による見本市　出店数33 H28.11.27 3

沿線３市男女共同参画連携事業　ワーク・ライフ・バランス関連事
業（女性起業支援）

起業フォローアップ講座
事業を本気でしていくなら、きちんと考えよう、「お金」のはなし。（終了後、出展者交流会）

㈱チャレンジ＆グロー代表取締役　中小企業診断
士小紫 恵美子

H28.1.15 3

東 久 留 米 市 センター主催講座 男女共同参画週間特別講演「一人ひとりを大切にする防災への備え　熊本地震から見えてきたこと」 潮谷　義子　氏 H28.7.3 3

センター主催講座 シンママ（シングルマザー）応援講座～お金の話 中島　智美  氏 H28.10.22 3

センター主催講座 これってモラハラ？～気づくことが始めの一歩 本田　りえ　氏 H28.11.18 3

センター主催講座 ワークショップ「どんぐりパープルストラップづくり」 サークル・クラフトカフェ H28.11.17 3

センター主催講座 ＜法律・制度を知ろう№５＞どう働く？１０６万円の壁って何？ 市村　玲子　氏 H28.12.9 3

シネマdeおしゃべり シネマdeおしゃべり「ガールズ★ロック」上映 H28.7.4 3
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（東久留米市つづき） シネマdeおしゃべり シネマdeおしゃべり「森の中の淑女たち」上映 H29.2.1 3

シネマ（アンコール） アンコールシネマ「ピナ・バウシュ　夢の教室」上映 H28.4.16 3

シネマ（アンコール） アンコールシネマ「ヤコブの手紙」上映 H28.11.19 3

ひがしくるめ女性起業・創業支援事業 たまには少し自分時間　ワタシらしいライフスタイル探し 森山　貴代　氏 H28.7.14～7.15（2日間） 3

ひがしくるめ女性起業・創業支援事業 地域で起業している先輩からのお話と交流会 八幡　茂子　氏 H28.7.16 3

ひがしくるめ女性起業・創業支援事業 ひがしくるめ　ハナサク biz. 先輩起業家のお話しをきく「交流会　Vol.2.」咲く咲くカフェ 藤木　貴子　氏、岩崎　哲二　氏 H28.11.9 3

ひがしくるめ女性起業・創業支援事業 家族でつくる「ただいま！」と帰りたくなる暮らし 三木　智有　氏 H29.2.19、26 3

ひがしくるめ女性起業・創業支援事業 ＜ひがしくるめ　ハナサクｂｉｚ．＞オープンセミナー「“知る”からはじめる女性の起業」 大江　栄　氏　他 H28.12.11 3

ひがしくるめ女性起業・創業支援事業 ＜ひがしくるめ　ハナサクｂｉｚ．＞連続セミナー「はじめの一歩。女性起業セミナー」 大江　栄　氏
H29.1.21、H29.1.28、H29.2.4（連続3

回）
3

ひがしくるめ女性起業・創業支援事業 ＜ひがしくるめ　ハナサクｂｉｚ．＞個別相談会 大江　栄氏 H29.1.26 3

センター主催市民企画講座 いろどり豊かに自分色レシピ～仕事や生活に活かす色彩心理 橋本　実千代　氏 H28.7.7 3

センター主催市民企画講座 はかる、知る、くらす。〜放射能の心配に科学的に向き合うために 石丸　偉丈　氏 H28.9.11 3

センター主催市民企画講座 両立ママのための時短料理講座～家族も自分もハッピーに 田内　しょうこ　氏 H28.10.27 3

センター主催市民企画講座 若者が直面している現実～相談の現場から～ 鈴木　由真　氏 H29.1.22 3

センター講座（出前） 障害と女性～障害のある女性の課題について～ 瀬山　紀子 氏 H29.3.1 3

センター講座（出前） デートＤＶ 認定ＮＰＯ法人エンパワメントかながわ H29.3.22 3

武 蔵 村 山 市 男女共同参画センター自主事業 女の人生変えちゃう！美☆ウォーキング 加藤ｊａｙ直司 H28.4.24 3

男女共同参画センター自主講座 公園でライブペインティング 堀内　梨絵 H28.5.5 3

男女共同参画センター自主講座 ＹＯＵ・Ｉフォーラム　「居場所」がない男、「時間」がない女 水無田　気流 H28.5.22 3

男女共同参画センター自主講座 講師チャレンジ 南　葉子 H28.5.31 3

男女共同参画センター自主講座 ～公園でゆったり～　青空ヨガ 神保　朋子 H28.6.12 3

男女共同参画センター自主講座 パパ子で作る　おいしい♪たのしい♪オムライス☆ 滝村　雅晴 H28.6.26 3

男女共同参画センター自主講座 アロマでタッチケア 佐藤　浩子 H28.7.12 3

男女共同参画センター自主講座 ゆーあい夏まつり － H28.7.27 3

男女共同参画センター自主講座 シェフ直伝！ひと工夫で腕前アップ「男の洋食」シーフードカレー 半沢　真司 H28.9.18 3

男女共同参画センター自主講座 簡単！ネーム入りロゼット作り 菊地　裕美 H28.9.20 3

男女共同参画センター自主講座 シェフ直伝！ひと工夫で腕前アップ「男の洋食」ピリ辛ペペロンチーノ 半沢　真司 H28.9.25 3

男女共同参画センター自主講座 Ｇｉｒｌ　Rising千羽鶴プロジェクトイベント － H28.10.1 3

男女共同参画センター自主講座 Ｇｉｒｌ　Rising上映 － H28.10.10 3

男女共同参画センター自主講座 シェフ直伝！ひと工夫で腕前アップ「男の洋食」煮込み風ハンバーグ 半沢　真司 H28.10.23 3

男女共同参画センター自主講座 公園でライブペインティング 堀内　梨絵 H28.11.3 3

男女共同参画センター自主講座 知って安心、ドキドキ軽減、危険回避の護身術！ ＮＰＯ法人青い空 H28.11.27 3

男女共同参画センター自主講座 はじめてのＳＮＳ講座 佐藤　広樹 H28.12.3 3

男女共同参画センター自主講座 プチ起業フェスタ「私らしく、自分のペースで」自分スタイル起業 － H28.12.6 3

男女共同参画センター自主講座 かぎ針で編むお花のヘアゴムづくり 上西　梨美 H28.12.15 3

男女共同参画センター自主講座 再就職準備講座 立川マザーズハローワーク H29.1.17、24、31 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 日常から非常食を！ちょいテクアレンジでおいしく食べよう グループアぺ H29.2.1 3

男女共同参画センター自主講座 世界にひとつ！私だけのコサージュ作り 峰岸　喬 H29.2.25 3

男女共同参画センター自主講座 アンガーマネジメント講座「心のコントロールでイラっとしない思考術」 伊浪　里奈 H29.2.28 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しゃべりカフェ 篠原　輝美 H29.3.4 3

男女共同参画センター自主講座 お坊さんから学ぶ　こころ穏やかに過ごすヒント 志茂　剛之 H29.3.9 3

男女共同参画センター自主講座 香りで軽やか新生活♪アロマでフレグランス作り 佐藤　浩子 H29.3.16 3

多 摩 市 TAMA女性センター・中央大学共催講座 性的マイノリティと男女共同参画・韓国の場合 リュ・ミンヒ H28.5.7 3

ＴＡＭＡ女と男がともに生きるフェスティバル2016 多摩市の若い世代の役割、高齢者の役割～仕事も・介護も・子育ても～ 大日向雅美 H28.6.25 3

ＴＡＭＡ女と男がともに生きるフェスティバル2016 0歳からの親子で楽しめるコンサート　音楽は国境を越えて 田中樹里、村田千晶、内田沙理、池田里奈 H28.6.25 3

ＴＡＭＡ女と男がともに生きるフェスティバル2016 ハンドマッサージ無料講習会 宮崎優子 H28.6.25 3

ＴＡＭＡ女と男がともに生きるフェスティバル2016 手と手で感じるハンドと背中マッサージ 一般社団法人メイクボランティアＭ．Ｂ．Ｌ H28.6.25 3

ＴＡＭＡ女と男がともに生きるフェスティバル2016 認知症　転ばぬ先の杖 多摩市健康福祉部高齢支援課職員 H28.6.25 3

ＴＡＭＡ女と男がともに生きるフェスティバル2016 知って安心！明るい介護！～介護が必要となったときのために～ 柳本文貴 H28.6.25 3

ＴＡＭＡ女と男がともに生きるフェスティバル2016 男性のための料理教室～これはいける！関西風お好み焼き～ 加藤伸夫 H28.6.25 3

ＴＡＭＡ女と男がともに生きるフェスティバル2016 関戸公民館ギャラリー展示

東日本大震災第5回石巻かほく復興写真展・
ＴＡＭＡ女性センター登録団体活動紹介・「多
摩市女と男の平等参画を推進する条例」の経
過・川柳コーナー

H28.6.21～H28.6.27 3

ＴＡＭＡ女性センター市民運営委員会企画事業 多様な性と生～LGBTと学校・社会～ 高橋裕子 H28.7.16 3

ＴＡＭＡ女性センター・教育指導課共催事業 ＬＧＢＴの基礎的、基本的理解 藥師実芳 H28.7.28 4

ＴＡＭＡ女性センター市民運営委員会企画事業 映画上映会「わたしはマララ」 - H28.7.30 3

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 H28.9.24 3

子育て支援事業 保育室みんなの広場in人形劇祭り H28.10.16 3

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 株式会社キャリア・マム H28.10.26,H28.11.9 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&個別相談会～「“働く私”にもどる! 再就職への第一歩 in 多摩市」 川又啓子 H28.11.4 3

ビジネススクエア多摩主催事業 食で地域活性化！～夢の実現　地域で活躍する女性たち～
岡本光子、佐藤江身子、城田恵子、松丸晴美
氏、吉田　恭子氏

H28.11.13 3

東京都労働相談情報センター八王子事務所・多摩市共催事業 労働者向けセミナー「パート、契約社員で働くときの労働法の基礎知識] 横山玲子 H28.11.15 3

東京都労働相談情報センター八王子事務所・多摩市共催事業 労働者向けセミナー「パート・契約社員で働くときの雇用保険、社会保険、税金の基礎知識] 横山玲子 H28.11.17 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

「女性に対する暴力をなくす運動」パネル展示 H28.11.14～H28.11.20 3

ＴＡＭＡ女性センター市民運営委員会企画事業 気づいていますか？DVの加害と被害の芽が、日常の言動の中にもすでにあることを 水野哲夫 H28.11.19 3

TAMA女性センター・経済観光課共催事業 女性のための再就職支援セミナー 内田ひとみ H28.11.22 3

ＴＡＭＡ女性センター登録団体企画事業 認知症　生きる支援を育てあう地域力とは？ 井上修一 H28.12.10 3

TAMA女性センター・関戸公民館共催事業 保育室みんなの広場 一ノ宮児童館 H28.12.21 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

ハンドマッサージ 一般社団法人メイクボランティアＭ．Ｂ．Ｌ H28.1.29 3

男女平等職員研修（管理職対象） 性自認・性的指向への気づき～行政での取組みの重要性 永田龍太郎 H29.2.2 4

ＴＡＭＡ女性センター登録団体企画事業 あなたと私のライフプラン 仲木威雄、太矢香苗 H29.2.4 3

ＴＡＭＡ女性センター市民運営委員会企画事業 いま、なぜ　”子どもの貧困” 高木実有 H29.2.4 3

ＴＡＭＡ女性センター登録団体企画事業 カサンドラ脱出プログラム 梶原美保 H29.2.5 3
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（多摩市つづき） TAMA女性センター・消費生活センター共催事業 くらしを育む整理収納術 森下園子 H29.2.24 3

TAMA女性センター・永山公民館共催事業 女性のためのベルブ健幸講座part1｢カラダ｣の声を聞く 原田洋子 H29.2.1～3.1(6日間) 3

TAMA女性センター・永山公民館共催事業 女性のためのベルブ健幸講座part2｢こころ｣と「わたし」の声を聞く 星名弘恵 H29.3.4～3.18（3日間） 3

TAMA女性センター主催事業 DVで傷ついている女性のためのコミュニケーション改善講座① 西山さつき H29.3.14 3

TAMA女性センター主催事業 DVで傷ついている女性のためのコミュニケーション改善講座② 栄田千春 H29.3.28 3

TAMA女性センター主催事業 DVで傷ついている女性のためのコミュニケーション改善講座③ 栄田千春 H29.3.29 3

TAMA女性センター主催事業 企業と働く女性のワーク・ライフ・バランス 堤香苗 H29.3.19 3

稲 城 市 男女平等推進セミナーⅠ 防災に女性の視点が必要なワケ～みんなで知ろう、これからの防災～ 瀬山　紀子 H28.10.2 3・4

男女平等推進セミナーⅡ ～私らしく働くための夫婦のパートナーシップ～仕事も子育ても人生も二人で楽しむ秘訣とは？ 林田　香織 H28.10.30 3・4

女と男のフォーラムいなぎ2017 備えあれば憂いなし？！～女性の視点から考える災害対策～ 竹信三恵子、田中舞、板林恵子、石井義崇 H29.2.12 3

羽 村 市 第32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 あなたの人生、充実していますか　～誰かに聞いてほしい　私のきもち～ 浦山絵里 H28.12.11 3

第32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 あなたの人生、充実していますか　～職場・家庭・地域でアクティブに生きるために～
浦山絵里、広岡守穂、苅田香苗、茨木大光、
フォーラム実行委員

H29.2.5 3

ミニブルーム交流カフェ 20代起業家が語る今日から踏み出す第一　～VRをビジネスシーンに活用した新時代プロモーション～ 近藤将人 H29.1.18 3

女性向けセミナー 私らしく働く！再就職への第一歩in羽村 森　ゆき H28.12.9 3

男女共同参画講演会 女性の活躍推進が地域社会の未来をかえる　～一人ひとりが輝くまちづくりのヒント～ 苅田香苗 H28.6.11 3

再就職支援セミナー 自分を生かす仕事の選び方 堤香苗 H29.3.10 3

あ き る 野 市 女と男のライフフォーラムinあきる野 真の教育とは〜男女共同参画を目指して〜 橋本五郎 H29.3.5 3

西 東 京 市 第9回パリテまつり
（１）講演会
世界・東北の子どもたち

安田　菜津紀 H29.1.29 3

第9回パリテまつり

（２）講座・体験会・ワークショップ・上映会
講座Ⅰ｢国際社会と幸福論～新しい価値を求める第一歩～｣、講座Ⅱ｢どう迎えたいか、自分の終末｣、講座Ⅲ「美し
き二胡の調べを知るつどい」、体験会Ⅰ「ipad・パソコン体験会　レシートで簡単家計簿」、体験会Ⅱ「簡単！手作り
「鬼の面」」、体験会Ⅲ「パパの初めてのバルーンアート講座」、体験会Ⅳ「はじめての自力整体」、体験会Ⅴ「ipad・
パソコン体験会　立体モデルの作成を体験しよう」、上映会Ⅰ「わたしはマララ」、上映会Ⅱ「女性参政70周年「八十
七歳の青春～市川房枝　生涯を語る～」」

講座Ⅰ 大内　俊、講座Ⅱ 相模　直子、講座
Ⅲ 楊智、体験会Ⅰ 河村　幹夫、体験会Ⅲ こ
たぱぱ、体験会Ⅳ森崎　文子 、体験会Ⅴ 木
村　由美

Ｈ29.1.28、Ｈ29.1.29 3

男女共同参画週間講演会 男の生きにくさ、しんどさを読みとく 田中　俊之 H28.7.2 3

女性に対する暴力をなくす運動週間講演会 面前DVの実態と子どもへの影響 松本　和子 H28.11.11 3

自立支援講座６回連続

①こころを整える～持ち運べる自分だけの香りを作ろう～②タッピングタッチ～こころとからだのリラクゼーション～
③弁護士からのメッセージ～前向きな一歩を踏み出すための離婚の話～④モラハラ知ってる？あなたは大丈夫？
～夫婦・家族間での息苦しさ～⑤パーソナルカラーで自分発見⑥マイナスをプラスへ～女性のためのストレス管理
術～

➀サトウヒロコ②更科　幸一③山崎　新④本
田　りえ⑤笹野　かよ⑥長谷川　能扶子

①H28.9.30②H28.10.7③H28.10.14
④H28.10.24⑤H28.11.2⑥H28.11.9

3

啓発講座３回連続 アラフォーママの心と身体のセルフメンテナンス 永田　京子 H28.５.16、H28.5.23、H28.5.30 3

啓発講座 「隣る人」映写会とトークショウ 稲塚　由美子 H28.6.11 3

啓発講座3回連続
アラ還世代の男塾①この街に生きて、3000年の雅楽の音色を次世代につなぐ②雅楽の世界」へのいざない③地粉
と地場野菜を使って、手打ちの「ほうとう」づくりに挑戦

①②鈴木　治夫③奥田　明子 ①H28.７.11②H28.７.17③H28.７.21 3

啓発講座 夏休みパパと新聞チャンバラ～小さい子は、新聞プールもあるよ～ 佐藤　優子 H28.8.7 3

啓発講座２回連続 ほっと一息、てしごとカフェ 齋藤　美樹 ①H28.10.15②H28.11.30 3

啓発講座 今必要なしなやかに生きる力、患者の持つ力 本間りえ H29.1.26 3

啓発講座 女性のための今日からできるストレスマネジメント入門 佐藤　隆 H29.2.19 3

啓発講座（4回） ＢＰプログラム“赤ちゃんがくるよ” 吉田　朋子
①H29.３.１②H29.3.８③H29.3.15④
H29.3.22

3

啓発講座 家庭・学校・地域で考えたい「子どもがLGBTだったら？」 日本セクシャルマイノリティ協会 H29.3.11 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 79
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瑞 穂 町 男女共同参画推進事業講演 「後悔しない怒り方で人生楽しく　～アンガーマネジメント講座～」 松崎　晃一 H29.1.22 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 - H28.6.5, H29.2.23 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

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 H29.2.14 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 H28.8.23, H28.8.27, H29.3.18, H29.3.28 3

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
H29.3.15, H29.3.22, H29.4.6, H29.4.12,

H29.4.19
1, 2

日 の 出 町 日の出町男女共同参画事業　講演会 共に生きる社会へ 薮本　雅子 H29.2.19 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 － － － － －

東 京 都 平成28年度配偶者暴力（ＤＶ）防止講演会（第1回） こころの暴力～ＤＶの精神的暴力への理解と対応～ 信田さよ子、露木肇子 H28.10.16 1・2

平成28年度配偶者暴力（ＤＶ）防止講演会（第2回） 心の傷からの回復をめざして 小西聖子、野原沙希 H29.2.18 1・2

平成28年度働く女性のメンタルヘルス講演会 心のクセに気づき、ストレスとうまくつきあうには 高山直子 H29.2.24 1・2

働く女性の応援プログラム
～わたしらしい、働き方。わたらしい、子供の育て方。～

＜第1回＞将来、ママになってもきちんと働いていたい！ 白河桃子 H28.10.29 1・2

働く女性の応援プログラム
～わたしらしい、働き方。わたらしい、子供の育て方。～

＜第2回＞ママになったけど、キャリアもちゃんと歩みたい！ 白河桃子 H28.10.30 1・2

働く女性の応援プログラム
～わたしらしい、働き方。わたらしい、子供の育て方。～

＜第3回＞ママになっても目指せる！女性管理署。 田中美和 H28.11.6 1・2

働く女性の応援プログラム
～わたしらしい、働き方。わたらしい、子供の育て方。～

＜第4回＞働くママも子供もハッピーになる“教育”を考えよう！ 堀江敦子 H28.11.20 1・2

働く女性の応援プログラム
～わたしらしい、働き方。わたらしい、子供の育て方。～

＜第5回＞交流会 白河桃子、田中美和、堀江敦子 H28.12.4 1・2

起業女子全力応援交流会　起業スタート講座
私らしさ、私だからできることで目指す

トーク講座①　先輩に聞く！アイデアや趣味を起業につなげる秘訣 石田彩、東園絵 H29.1.19 1・2

起業女子全力応援交流会　起業スタート講座
私らしさ、私だからできることで目指す

トーク講座②　先輩に聞く！人を雇用できる事業に育てる秘訣 南まゆ子、井上ゆき子 H29.1.28 1・2
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（東京都つづき）
起業女子全力応援交流会　起業スタート講座
私らしさ、私だからできることで目指す

ＳＮＳ活用講座 横田響子ほか H29.2.2 1・2

起業女子全力応援交流会　起業スタート講座
私らしさ、私だからできることで目指す

キャリア棚卸講座 木内宏美ほか H29.2.16 1・2

起業女子全力応援交流会　起業スタート講座
私らしさ、私だからできることで目指す

ブラッシュアップ講座・交流会 林紗矢香、秋山直美ほか H29.2.25 1・2

パパの育児応援塾～実践編～
いい父親ではなく「笑っている父親」になろう！

子供との関わり方を探求しよう 小崎恭弘 H28.10.12 1・2

パパの育児応援塾～実践編～
いい父親ではなく「笑っている父親」になろう！

男性の育児参画が経済成長に繋がるわけ 堀越学 H28.10.28 1・2

パパの育児応援塾～実践編～
いい父親ではなく「笑っている父親」になろう！

経営者から見た男性の育児参画 青野慶久 H28.11.18 1・2

パパの育児応援塾～実践編～
いい父親ではなく「笑っている父親」になろう！

子供が憧れる理想の夫婦になるために 林田香織 H28.12.3 1・2

パパの育児応援塾～実践編～
いい父親ではなく「笑っている父親」になろう！

たたかない子育てとは？ 高祖常子 H28.12.17 1・2

パパの育児応援塾～実践編～
いい父親ではなく「笑っている父親」になろう！

イキメンになろう！パパ友ネットワーク交流会 安藤哲也 H28.12.23 1・2

男性の介護参画支援事業
変わる・変える・男性の介護

「他人ごと」ではない「自分ごと」の介護とは？ 酒井穣、奥田浩美 H29.1.21 1・2

男性の介護参画支援事業
変わる・変える・男性の介護

大切な人との時間あとどのくらい？ 中村明澄、堤円香 H29.1.28 1・2

イクメンサミット フツメンがイクメンになるために
田中俊之、青野慶久、安藤哲也、セインカ
ミュ、水無田気流、田中和子

H28.11.26 1・2
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【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 81


