
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 人権を尊重し、健康的な生活を支援するための講座 人気テレビドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』にみる現代結婚事情 白河桃子、是枝俊悟 H29.5.17 3

人権を尊重し、健康的な生活を支援するための講座 男女共同参画週間企画トークセッション「女性が輝くために～イクメンは？ワーキングマザーは？～」 石橋尊久、浜田敬子、藤田結子 H29.6.24 3

人権を尊重し、健康的な生活を支援するための講座 ＬＧＢＴを巡る日本の歴史探訪～歴史の中でＬＧＢＴの人たちの声を聴く～ 三橋順子 H29.7.7 3

人権を尊重し、健康的な生活を支援するための講座 車座ディスカッション「ＬＧＢＴへの理解を深める」
虎井まさ衛、長島 佐恵子、中央大学「多様な
性を考える」サークル ｍｉｍｏｓａ(ミモザ)のメン
バー

H29.8.10 3

人権を尊重し、健康的な生活を支援するための講座 女性のための自己免疫力アップ講座～冷えと女性のライフスタイル～ 木村容子 H29.12.20 3

人権を尊重し、健康的な生活を支援するための講座 大人メイクを学ぶ～グッドエイジングで私らしさの再発見～ 浅香純子 H30.3.7 3

人権を尊重し、健康的な生活を支援するための講座 私のカミングアウトストーリー～私自身の性を生きる～ 土肥いつき H30.3.23 3

配偶者・児童等への暴力や性的いやがらせ行為・性暴力を根絶
するための講座

どこからがハラスメント？～パワハラ・モラハラのグレーゾーンの対応策～ 金子雅臣 H29.8.31 3

配偶者・児童等への暴力や性的いやがらせ行為・性暴力を根絶
するための講座

女性のための護身術講座～自分自身のセキュリティ・マネジメント～ 森山奈央美 H29.10.26 3

配偶者・児童等への暴力や性的いやがらせ行為・性暴力を根絶
するための講座

デートＤＶ防止フォーラムｉｎ千代田～若い世代からの提案～大学生を中心に、デートＤＶ防止についての実践報告
と意見交換

発表団体：中央大学ＮＨＰ(ノンハラスメントプ
ロジェクト)、中央大学 武石智香子教授ゼミ
生、ガールスカウト日本連盟、NPO法人女性
ネットＳａｙａ-Ｓａｙａチェンジ(暴力防止ユースプ
ログラム)メンバー、ファシリテーター：武石智
香子

H29.11.29 3

配偶者・児童等への暴力や性的いやがらせ行為・性暴力を根絶
するための講座

『赤ずきんとオオカミのトラウマ・ケア』の著者にきく、セルフケア 白川美也子 H29.12.7 3

配偶者・児童等への暴力や性的いやがらせ行為・性暴力を根絶
するための講座

ストレスと上手につきあう～マインドフルネス瞑想のやり方とコツ～（全２回） 越川房子 H30.2.21 3

ワーク・ライフ・バランスの実現と女性の活躍を支援するための講
座

女性のための起業準備講座　独立へのホップ・ステップ・ジャンプ(全３回)
石川アサ子、植松啓介、天沼幸子、うてな あ
や、石川アサ子

Ｈ29.5.25，H29.6.2，H29.6.8 3

ワーク・ライフ・バランスの実現と女性の活躍を支援するための講
座

キャンプへの招待　アウトドアで実践するワーク･ライフ･バランス 小林孝延 H29.6.7 3

ワーク・ライフ・バランスの実現と女性の活躍を支援するための講
座

仕事と両立したいひとの不妊治療～ワーク・ライフ・バランスと妊活を考えよう～ 松本亜樹子 H29.7.5 3

ワーク・ライフ・バランスの実現と女性の活躍を支援するための講
座

男性一人でも困らない プロから学ぶ片付け術～家事力アップをめざすひと(男女)を応援します！ すはらひろこ H29.12.6 3

ワーク・ライフ・バランスの実現と女性の活躍を支援するための講
座

『主夫のトモロー』の著者にきく、家事・育児のシェア問題 朱川湊人 H30.1.24 3

ワーク・ライフ・バランスの実現と女性の活躍を支援するための講
座

『介護する息子たち』から見えてくる課題～もはや息子介護に無関心でいられる人はいない～ 平山亮 H30.1.25 3

ワーク・ライフ・バランスの実現と女性の活躍を支援するための講
座

『さあ、育休後からはじめよう』の著者にきく、両立の心構え～育休取る時、取った後 山口理栄 H30.3.17 3

地域社会における男女共同参画をすすめるための講座 あなたもプロボノ・ママボノになってみませんか？ 嵯峨生馬 H29.9.6 3

地域社会における男女共同参画をすすめるための講座 大地震！その時、あなたはどう行動する？～クロスロード･ゲームでシミュレーション～ 天寺純香 H29.9.20 3

行動計画の推進体制を充実するための講座 コーチングを学ぶ～思春期の子どもとの向き合い方 副島眞由美 H29.7.11 2

行動計画の推進体制を充実するための講座 怒りと上手に付き合うためのアンガーマネジメント 木村正宏 H29.10.12 3

特定事業主行動計画に基づく研修 特別研修「仕事と育児の両立」 加倉井さおり H29.10.25 4

特定事業主行動計画に基づく研修 特別研修「両立からのキャリアチャレンジ」 林田香織 H29.11.9 4

特定事業主行動計画に基づく研修 特別研修「女性カレッジ-女性のカラダと仕事」 加倉井さおり H29.11.17 4

特定事業主行動計画に基づく研修 特別研修「男性版働き方改革」 塚越学 H29.11.27 4

職員研修 働き方改革研修 安藤哲也 H29.10.31 4

10　講演会・講座等の状況(29年度実績）
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（ 千 代 田 区 つ づ
き ）

職員研修 イクボス講習会 高祖常子 H30.2.19 4

中 央 区 男女共同参画講演会 「自分らしく」を伸ばす絵本えらび 東條 知美 H30.2.25 3

男女共同参画講座 デートＤＶってなに？～子どもを被害者にも加害者にもさせないために～ 吉祥 眞佐緒 H29.10.28 3

男女共同参画講座 自分のカラダを知ってストレス軽減 元気になるための体質別薬膳講座 小林 優子 H29.11.12 3

男女共同参画講座 仕事で役立つ！周りの人を惹きつける話し方講座 倉島 麻帆 H29.12.6 3

男女共同参画講座 ５０代からはじめる「男の料理 入門塾」（２回連続講座） 小山 朝子 Ｈ30.1.13、H30.1.27 3

男女共同参画講座 忙しいみなさんのための時短でカンタン！冷凍テクニック！ 西川 剛史 H30.2.4 3

男女共同参画講座 “息子介護”を考える～親の介護を息子が担うということ～ 平山 亮 H30.2.28 3

男女共同参画講座 ようこそ！百人一首と競技かるたの世界へ 舟之川 聖子 H30.3.4 2

女性のための再就労支援講座
働く女性のライフプラン
職場のストレス対策

栗原　知女 H29.5.18 3

女性のための再就労支援講座
コーチングスキル入門
自己分析と適職発見

栗原　知女 H29.6.8 3

女性のための再就労支援講座 パソコンスキル入門 Word初級 日浦 敬子 H29.7.13 3

女性のための再就労支援講座 実用文書の作成で学ぶ「パソコンスキルExcel初級」 日浦 敬子 H29.9.14 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
印象に残る「自己PR分」の書き方

栗原　知女 H29.10.5 3

女性のための再就労支援講座
決め手は仕事の「段取り力」
具体的な仕事探しのポイント（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 H29.10.19 3

女性のための再就労支援講座 実用文書の作成で学ぶ「パソコンスキルPowerＰｏｉｎｔ初級」 日浦 敬子 H29.11.9 3

女性のための再就労支援講座
苦手意識を克服！「コミュニケーションスキル習得」
いまなら聞ける面接マナー「受かるための面接対策」

栗原　知女 H30.1.11 3

女性のための再就労支援講座
印象アップ！「使えるビジネスマナーの基本」
未来をデザイン「私のキャリアプラン」

栗原　知女 H30.2.15 3

男女共同参画セミナー ２０２０に向けた女性の活躍推進～働く女性を取り巻く現状と女性のキャリア支援～ 矢島　洋子 H29.11.8、H29.11.29 3

男女共同参画セミナー 職場におけるハラスメントの現状と対策～誰もが働きやすい職場づくりに向けて～ 今津　幸子 H30.2.20、H30.2.23 3

ワーク・ライフ・バランスセミナー
会社の業績と社員の笑顔をアップする『イクボス』のすすめ～リーダーの意識改革が、成果を導く働き方につながる
～

塚越　学 H29.7.12 3

ワーク・ライフ・バランスセミナー 働き方が変われば労務も変わる！『人』を活かす労務管理のポイント 高橋　真輔 H29.9.15 3

講演と映画のつどい
【講演】「メディアにむしばまれる子どもたち」
【映画】ライフ－いのちをつなぐ物語－

田澤　雄作 H29.7.8 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」 日頃の悩みを解消！　自宅で簡単にできる健康体操 塚原 やすこ H29.5.17 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」 アロマdeリラックス　好きな香りと効能を知り、日頃の疲れを癒しましょう 直井 真由美 H29.7.19 1

育児中の保護者社会参加応援事業「ほっと一息わたしの時間」 気持ちすっきり！ココロとカラダ～ホルモンバランスを学びエクササイズで身体の調子を整えましょう～ 星名 弘恵 H29.9.20 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」 ママも子どもも、スッキリ目覚める！睡眠講座　子どもの眠りと生活のリズムを学びます 鶴田 名緒子 H29.11.15 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」 こころやすらぐ手づくりキャンドル　炎のゆれや良い香りで、癒しのひと時を過しましょう 齋藤 瞳 H30.1.17 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」 消しゴムでお名前はんこ作り 津久井 智子 H30.3.20 1

中央区イクメン講座 空き箱 de まちづくり～パパたちの工作コミュニケーション～ H29.9.16 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 52
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（中央区つづき） 中央区イクメン講座 パパの運動不足も楽しく解消♪　親子で一緒にパパビクス 加藤 有里 H29.11.18 1

中央区イクメン講座 パパはマジシャン！　マジックで魔法のコミュニケーション 中里 正紀 H30.2.17 1

水曜イブニングトーク 月島もんじゃ　変わるまち、変わらぬ賑わいを 松井 勝美 H29.7.5 3

水曜イブニングトーク 都会の駐在所　夫婦で守る佃の暮らし 塩田 亮一、塩田 明日香 H29.8.2 3

水曜イブニングトーク “孤育て（こそだて）”から親子を守れ☆～“子育て”でつながろう～ 砂金 由香、吉澤 晶子 H29.9.6 3

水曜イブニングトーク 江戸バス南循環でまいります～女性運転士から見た月島エリア～ 石河 昌子 H29.10.4 3

男女共同参画リーダー研修 NPO法人ぎょうだ足袋蔵ネットワークとの交流、町巡りなど 福島　茂雄、朽木　宏 H29.10.6、H29.10.18、H29.10.31 1・2

男女共同参画事業団体支援助成 みんなで学ぼう！地球で今、何が起きているの？気候変動と歴史・文明の深いつながり 柴原　俊昭 H30.2.17 1・2

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 H29.11.4 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 （受託業者） H29.6.28～H30.3.14（8日間） 1・2

港 区 男女平等参画推進講座 老後ひとりぼっちをどう生きる ～最後まで明るい人生を送るために～ 松原　惇子 H29.4.15 1.2

男女平等参画推進講座 私も、性暴力被害者を傷つけない報道と発言を考える～テレビ・新聞からインターネットのコメントまで～ 山本　潤、小川　たまか H29.4.17 1.2

男女平等参画推進講座 家族みんなで子育て　ココロが軽くなる子育て女性学
菅原　ますみ、Hikaru、山本　直美、平塚　勇
太

H29.4.21、4.28、5.12、5.19 1.2

男女平等参画推進講座 育休復帰こう始める！～ワーキングママ＆パパデビュー応援講座～ 山口　理栄 H29.5.27 1.2

男女平等参画推進講座 “赤点パパ”の子育てと仕事の両立～行動デザインワークショップ～
株式会社博報堂　こそだて家族研究所「パパ
ハックション」メンバー

H29.5.28、6.4 1.2

男女平等参画推進講座
リーダーを目指すあなたに　女性リーダー・管理職チャレンジセミナー　リーダーシップ、コミュニケーション力を身に
付けよう！

油井　文江 H29.6.5、6.12、6.19 1.2

男女平等参画推進講座 女性のための起業講座　基本編 大江　栄、安藤　明子、福田　玲奈 H29.6.10.,6.17 1.2

男女平等参画推進講座 女性の健康とキャリア講座「生理・妊娠・更年期、カラダの変化を知って、仕事も人生も自分らしく」 対馬　ルリ子 H29.7.14 1.2

男女平等参画推進講座 シリーズ働き方講座「女性が農業をはじめる～暮らしとしての農から本格的な就農まで～」 青山　浩子 H29.7.18 1.2

男女平等参画推進講座 ここからはじまる、女性のための政治・経済講座～人生の地図を手にいれよう！～ 神内　聡 H29.8.7 1.2

男女平等参画推進講座
『LGBTの就労における課題と支援』講座～支援者に知ってほしいLGBTの人たちの求職・就労時の困難や悩みと
支援の仕方～

藥師　実芳、金澤　恭平 H29.8.19 1.2

男女平等参画推進講座 働くまえ知っておきたい学生向けジェンダー講座
五十嵐　悠紀、加藤　悠二、金　海翔、赤瀬
歩、大石　拓弥、ホバート　あゆみ

H.29.8.28 1.2

男女平等参画推進講座 ～デートDVについて語り合おう～　すみれカフェ@リーブラ 加藤　悠二,今井　美季 H29.8.30 1.2

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 H29.9.2 1.2

男女平等参画推進講座 女性のための起業講座 応用編 大江　栄、小池　俊太郎、岡田　有加 H.29.9.10 1.2

男女平等参画推進講座 企業、大学、社会の一歩先をいく取り組みから考える、ダイバーシティとインクルージョン 那須　もえ、関口　八州男、クロード・デメース H29.9.25 1.2

男女平等参画推進講座 ガールズのための未来ワークショップ
大崎 麻子、狩野 みき、竹村 真紀子、小野
美智代、木村 麻紀、治部 れんげ、丹羽 恵
玲奈、大崎、竹村

H29.10.1、10.15、10.29、11.12、11.26 1.2

男女平等参画推進講座 仕事と子育ての両立　小1の壁を家族で乗りこえる 宮田　美恵子、村澤　彩子、金山　愛 H.29.10.1 1.2

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、川又　けい子、二本柳　聡美 H.29.10.3、10.11、10.17、10.20、10.24 1.2

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で、やりたいことをはじめる、ひろげる～ 田代　純一 H29.10.16 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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（ 港 区 つ づ き ） 男女平等参画推進講座
女性のための防災講座「anan編集者と一緒に考える～イザという時に自分を守る知恵と身近なものから備える防
災グッズ～」

中島　千恵 H29.10.28 1.2

男女平等参画推進講座 プレパパ講座「出産後のママのココロとカラダ～産後クライシスにならないための知識～」 長坂　桂子 H29.11.5 1.2

男女平等参画推進講座
平成29年度港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定証交付式＆イクボスシンポジウム
第2部「イクボスシンポジウム～女性リーダーがホンネで語る！ワ－ク・ライフ・バランスのその先へ」

小安　美和、寺上　美智代、田中　咲 H29.11.17 1.2

男女平等参画推進講座 LGBTのT、トランスジェンダーについて知っていますか？ 松中　権、キラ、瞬 H29.11.27 1.2

男女平等参画推進講座 男の看方と女の見方　息子による親の介護についてケアを担うみんなで考えよう！ 平山　亮 H29.11.30 1.2

男女平等参画推進講座 『小林カツ代と栗原はるみ』著者が語る、女性の社会進出と料理研究家 阿古　真理 H.29.12.2 1.2

男女平等参画推進講座 夜の街を「漂流する少女たち」の現場から 橘　ジュン H.29.12.7 1.2

男女平等参画推進講座 男女平等参画の先進国！フィリピンの取組みから日本のジェンダーギャップについて考えよう！
クリスティン・マーグレット・マラン、小ヶ谷 千
穂

H29.12.8 1.2

男女平等参画推進講座 女性と離婚～熟年離婚を考えたときに～ 打越　さく良 H29.12.11 1.2

男女平等参画推進講座 女性と離婚～子育て世代が悩んだとき～
板倉　由実、服部　由子、リーブラ相談室担
当者

H29.12.18 1.2

男女平等参画推進講座 プレパパ講座Ⅱ～赤ちゃんがいる暮らし方を二人で考えて、産後のママを支えよう～ 三木　智有、堀江　由香里夫妻 H30.1.28 1.2

男女平等参画推進講座 がんと就労講座～がんと共に働く時代に、企業等がアライ（Ally）になって取り組むこととは～ 桜井　なおみ H30.2.8 1.2

男女平等参画推進講座 女性起業家から経験談を聞こう！ソーシャルビジネス起業講座～女性のキャリアの多様性と可能性について～ モス　恵 H30.2.10 1.2

男女平等参画推進講座
働き方改革セミナー「モチベーションファクター（意欲を高める要素）を梃（テコ）にした働き方改革・生産性向上の実
現」

山口　博 H30.2.14 1.2

男女平等参画推進講座 経済から考える　20代～30代のこれからの夫婦の働き方 是枝　俊悟 H30.2.25 1.2

男女平等参画推進講座 男性料理講座　初めてのお菓子作り～スコーンをつくろう～ 村上　みゆき、石田　香月 H30.3.3 1.2

男女平等参画推進講座 女性のためのウイスキー入門講座～サッチャーも愛した琥珀色 藤井　達郎 H30.3.5 1.2

男女平等参画推進講座 女性の身体とスポーツ～女性アスリートのからだの特徴と栄養・食事管理～ 窪　麻由美 H30.3.8 1.2

男女平等参画推進講座 どうする!?突然やってくる介護　介護と仕事の両立講座 羽吹　さゆり H30.3.9 1.2

男女平等参画推進講座 生涯働き続けるために～いくつになっても求められる人材になるためのキャリアの創り方～ 内田 ひとみ H30.3.19 1.2

【企業向】　出前講座（相手先に出向いて実施する講座） 職場のメンタルヘルスとストレスマネジメント 碇　明生 H29.7.18 1

【企業向】　出前講座（　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　） ハラスメント予防研修　～上司としての言動を改めて考える～ 新田　香織 H29.7.24 1

【企業向】　出前講座（　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　） なぜワーク・ライフ・バランス？なぜ働き方改革？～中小企業に求められる進化とは～ 一之瀬　幸生 H29.8.23 1

【企業向】　出前講座（　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　） 働きやすい職場のためのコミュニケーション術 大西　紀子 H29.10.4 1

【企業向】　出前講座（　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　） 業務効率化で実現！ワーク・ライフ・バランス 田中　良憲 H29.11.6 1

【企業向】　出前講座（　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　） 仕事と介護の両立セミナー 一之瀬　幸生 H29.11.14 1

【企業向】　出前講座（　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　） 女性のキャリア開発ワークショップ 島谷　美奈子 H29.11.15 1

【企業向】　出前講座（　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　） なぜワーク・ライフ・バランス？なぜ働き方改革？～中小企業に求められる進化とは～ 一之瀬　幸生 H29.12.8 1

【企業向】　出前講座（　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　） LGBTって何だろう？～互いの違いを受け入れあえる社会を目指して～ 古堂　達也、ののか、レミ H29.12.22 1

【学校・教育機関向】　出前講座（　　　　　　〃　　　　　　　） デートDV予防講座 宗像　美由 H29.10.19 2

【参加対象】1：管内住民・企業　2：管内在勤・在学者　3：管内に限定しない　4：職員 54
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10　講演会・講座等の状況(29年度実績）

（ 港 区 つ づ き ） 団体育成支援事業（登録団体に実施する講座） 政治もジェンダーも平等に～世界と日本の今からみえてくるこれから～
港区立男女平等参画センター　事業推進チー
ムリーダー

H29.5.29 1.2

団体育成支援事業（　　　　　　　〃　　　　　　　　　　） 「ことば」からみえてくるジェンダーと男女平等
港区立男女平等参画センター　事業推進チー
ムリーダー

H29.9.22 1.2

新 宿 区 男女共同参画講座 現代のお墓事情 ～最期まで自分らしく～ 井上　治代 H29.9.30 3

男女共同参画講座 やってみよう！避難所運営ゲームHUG 北　七子 H29.10.14 3

男女共同参画講座 ディズニーヒロインから見るメディア・リテラシー 国広　陽子 H30.1.20 3

性と生の講座 女性のための護身術 ＷＥＮ-ＤＯ ～心と身体を護るために～ 橋本　明子 H29.7.1 3

性と生の講座 ＡＬＳＯＫに学ぶ 女性向け防犯セミナー ～女性を対象とした犯罪から自分を守るためにできること～ 戸田　智香子 H29.7.15 3

性と生の講座 「LGBTsらしく」なんかしない」　～新宿から考える、これからのLGBTs～ 牧村　朝子 H30.3.24 3

育児ママの再就職準備講座 踏み出そう！わたしらしく働くために どう考える？１０３万円・１３０万円の壁　～トクする働き方と教育費の話～ 氏家　祥美 H29.11.9 1・2

育児ママの再就職準備講座 踏み出そう！わたしらしく働くために 好感を持たれるビジネスマナーとコミュニケーション術 尾形　圭子 H29.11.9 1・2

育児ママの再就職準備講座 踏み出そう！わたしらしく働くために 自分らしい働き方をさがそう！ 自分にあった仕事とは？ 内田　ひとみ H29.11.16 1・2

育児ママの再就職準備講座 踏み出そう！わたしらしく働くために 自分らしい働き方をさがそう！　自分にあった仕事とは？ 内田　ひとみ H29.11.16 1・2

パートナーシップ講座 民間ユネスコ運動７０周年記念 「紡ぐ 織る 繋げる －すべてはあしたのために－」 加藤　玲子 H29.6.24 3

パートナーシップ講座 なんとかなると思っていませんか？長い老後の生活資金 成宮　正和 H29.7.5 3

パートナーシップ講座 ＬＧＢＴの基礎講座 ～あなたの「色」を見つけよう～ 新藤　夏葉 H29.8.8 3

パートナーシップ講座 「新宿区平和都市宣言」をふるさとの言葉で語る 河原田ヤスケ H29.9.9 3

パートナーシップ講座 デンマークの文化と食生活 ～世界一幸せな国の今～ 桜井　利子 H29.12.12 3

パートナーシップ講座 じぶんが幸せになる子育て・孫育て 宮本まき子 H30.1.13 3

パートナーシップ講座 ギャンブル依存 ～その時家族はどうする？ 田中　紀子 H30.1.24 3

男性対象講座 夏休みおもちゃ工作講座 おとうさんと”からくりおもちゃ”を作ろう！ 井上　智陽 H29.7.29 3

男性対象講座 50代から考える　生きがいの見つけ方と定年後の二つの壁 原沢　修一 H30.3.31 3

自主企画講座 「介護・相続」×「家族信託」 ～今日から準備する！新しい承継手法～ 青木　郷 H30.2.9 3

自主企画講座 コーチング～人を育てるコミュニケーション術～ 小澤　珠美 H30.2.24 3

若者応援講座 個性を活かすコミュニケーション ～ 対人関係の緊張やイライラを解放しませんか～【基礎編】自分らしさを大切にする 竹内　康代 H29.6.10 3

若者応援講座 個性を活かすコミュニケーション ～ 対人関係の緊張やイライラを解放しませんか～【応用編】価値観の違う人へのアプローチ 竹内　康代 H29.6.17 3

若者応援講座 色でイメージアップ！　魅力を引き出すパーソナルカラー講座 吉田　朱里 H30.3.10 3

男女共同参画フォーラム 人と人との輪が広がる幸せ  ～人間力を育む～ 野口　健 H30.2.17 3

しんじゅく女性団体会議・公開講座 イマドキの子育て事情～他孫（たまご）育てのススメ～ ぼうだ　あきこ H29.8.18 3

しんじゅく女性団体会議・公開講座 ともに子どもの心を育む関わり方を学ぼう！ 渋谷　行成 H30.2.9 3

相談機関連携会議 面前DVが子どもに与える影響 松本　和子 H30.3.19 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 55
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10　講演会・講座等の状況(29年度実績）

（新宿区つづき） DV防止啓発講座 リベンジポルノとデートＤＶ ～被害者にも加害者にもならないために～ 渡辺　真由子 H29.12.16 3

DV防止啓発講座 それ、本当に大丈夫？ 女性への暴力の現状 ～もっと知って！気をつけて！ひとりで悩まないで！～ ①竹下奈都子 ②坂本新 ③仁藤夢乃 H30.3.17 3

DV防止啓発講座 加害者は変われるか？ ～ＤＶ被害者支援と加害者プログラムの現状と課題～ 信田　さよ子 H30.3.22 3

ワーク・ライフ・バランスセミナー 人手不足時代の従業員定着に向けて 吉田　浩文 H30.2.13 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・ヘルスケア 今井　保次 H30.3.12 1・2

ワーク・ライフ・バランスセミナー 「働き方改革」の行方～ＡＩで「仕事」はどのように変わっていくのか～ 中島　豊 H30.3.20 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 中川　理砂 H29.6.2 3

男性向け子育て講座 パパだからこそできる子育て講演会 堀込　泰三 H30.2.3 1.2

相手も自分も大切にするワークショップ（文京オレンジデーキャン
ペーンの一環として）

性の同意について 大澤　祥子、米川　和子 H29.11.25 3

国際女性デーシンポジウム マインドセットは自分で決める～あなたはどんな生き方・働き方を選びますか～ 南谷真鈴、石川雅恵、成澤　廣修、　ほか H29.3.8 3

職層研修「新任（後期）」 男女平等参画推進 ダイバーシティ推進担当課長、原　ミナ汰 H29.10.12 4

男女共同参画週間記念講演会 男性学の視点から男女共同参画を考える 田中　俊之 H29.6.4 3

男女平等センターまつり講演会 女性の自立と私の人生～病気と闘いながら、女優として、母として～ 藤田　三保子 H29.10.29 3

配偶者暴力の防止等啓発講演会 居場所のない少女たち～中高生を取り巻く性と人権～ 仁藤　夢乃 H29.11.26 3

男女平等センター講演会 小説「あん」に託した生きることの意味～誰にも生まれてきた意味がある～ ドリアン助川 H30.3.18 3

プラスワンセミナー 取材を通して見た「はたらく」女性の姿 三島　あずさ H29.6.23 3

プラスワンセミナー 「ドボジョ」（女性土木技術者）のはたらき方と次世代へのメッセージ 須田　久美子 H29.7.15 3

プラスワンセミナー 働きやすい会社はどこ？「女性活躍推進企業データベース」を使おう 村尾　祐美子 H29.9.8 3

プラスワンセミナー 心や能力に男女差はあるのか？～男女差の脳科学～ 四本　裕子 H29.11.23 3

プラスワンセミナー 60歳からの再始動　生きがいのために「働く」を応援します 上床　絵理 H30.2.3 3

プラスワンセミナー ガラスの壁と天井～図解で見る日本と世界の男女格差の現状と課題～ 亀岡　秀人 H30.3.9 3

区政を知る懇談会 高齢者を支えるしくみ～地域包括ケア制度について～ 認知症・地域包括ケア担当課長 H29.11.8 3

区政を知る懇談会 児童虐待の現状について～児童虐待の現状と私たちができること～ 子ども家庭支援センター所長 H30.1.22 3

父と子の料理教室 お父さんと料理の基本を学ぶ　パパッとクッキング 古川　協子 H29.8.5～8.6 1，2

未来の女性科学者育成事業 女子中学生のためのかがくへの招待席 森　義仁 H29.7.23 1，2

未来の女性科学者育成事業 未来はリケジョがつくる～女子中学生をかがくの世界にご案内～ 森　義仁 H30.3.25 1，2

台 東 区 男女平等参画推進講座 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 ①H29.6.10②H29.11.18 1・2

男女平等参画推進講座 パパ料理のススメ～ママと子どもに作ってみよう！パパごはん～ 滝村　雅晴 H30.3.10 1・2

男女平等参画推進講座 パリテ・カフェin台東　パリテ（男女半々）になったら、暮らしが変わる！ 三浦　まり H30.2.17 3

男女平等参画推進講座 ワーク・ライフ・バランス講座（企業向け）「明日から始める人材確保・定着・育成のための職場環境改善セミナー」 第１部　佐藤　道子　第２部　源田　圭子 H29.7.21 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 56
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10　講演会・講座等の状況(29年度実績）

（台東区つづき） 男女平等参画推進講座 ワーク・ライフ・バランス講座（区民向け）　「パパとママのためのライフプラン＆仕事と子育ての両立セミナー」 ①村上　誠　②林田　香織 ①H30.2.12、②H30.2.24 3

女性活躍推進関連講座 女性創業者・メンター交流会 女性創業者 ①H29.5.20②6.3③6.17④7.8⑤7.22 3

女性活躍推進関連講座 女性の再就職応援セミナー 私らしい就活を考えてみよう 仲宗根　春代 H29.10.24 1・2

女性活躍推進関連講座
子育て女性向けセミナーin台東　「子育てしながら私も働ける！？～私も子どもも大切にしながら働くための準備に
ついて考えましょう～」

蒲生　智会 H29.10.5 3

防災講座 「被災地仙台から学ぶ  女性・多様な視点からの防災」 宗片　恵美子 H30.2.3 1・2

ＤＶ防止講座 暴力のない社会のために「今、私たちにできること」 大谷　恭子 H29.11.13 3・4

ＤＶ防止講座 デートDV講座 中川　浩子、狩野　洋子 ①H29.11.21②H29.11.22 3

ＤＶ防止講座 気づく避ける行動する！女性のための護身術 橋本　明子 H30.2.24 3

区民学習活動支援事業 丸投げしない生き方・介護を学ぶ～自分らしく　自分の家族らしく生きる～ 島村　八重子、安達　昌子 ①H30.1.13②H30.1.20③H30.1.27 3

区民学習活動支援事業 食べる事は生きる事！～こどもチャレンジ　クッキング～ 辰巳　渚 ①H29.7.27②H29.8.3③H29.8.10 1・2

区民学習活動支援事業 男女平等はあたりまえ？－日常生活であなたはどう感じますか－ 志賀　歩美 H29.10.21 3

区民学習活動支援事業 歌謡曲をたのしむ－ジェンダーの視点から 黒岩　裕市 ①H29.10.28②H29.11.25 3

地域のチカラ講座 私らしさ発見　人生を豊かにする自分史のススメ 桑島　まさき ①H29.9.9②H29.9.16 3

地域のチカラ講座 私を癒す花時間～プリザーブドフラワーで作るクリスマスアレンジメント～ 佐藤　陽子 H29.12.2 3

地域のチカラ講座 簡単！楽しい！タオルで干支（イヌ）作り 熊谷　寿美子 H29.11.23 3

地域のチカラ講座 “育自”してみませんか？～自分を大事にするワークショップ～ 加藤　園子 ①H29.10.14②H29.11.4 3

講座企画ワークショップ 「がんばっている私に贈る　ごほうびリラクゼーション」 小野　浩二 ①H29.4.22②H29.5.20③H29.6.3 3

2017男女平等推進フォーラム講演会 講演会　生きづらさ万歳！～私の居場所はここにある～ 雨宮　処凛 H29.9.24 3

専門相談 「孤育てから個育ちへ～心が楽になる表現アートセラピー～」 上谷　和美 ①Ｈ29.7.8②Ｈ29.7.29③Ｈ29.8.19 1

墨 田 区 意見交換会 ヘルプミーと言える すみだ であるために～地域の力で支える認知症～
築山　佳代子
宇野　みどり

H30.2.6 1

ワーク・ライフ・バランスセミナー（企業向け） 女性活躍推進と職場風土の改革～女性が活躍する組織をめざして～ 日本大学法学部教授　神尾　真知子 ①H29.6.23②H29.6.30 1・2

ワーク・ライフ・バランスセミナー（育児休業取得者向け） 育休後職場復帰セミナー 育休後コンサルタント®　山口理栄 H29.10.19 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を図る連続講座）

慶應義塾　福澤研究センター教授　西澤直子
／東京大学教授　本郷和人／東京家政大学
名誉教授　伊藤節／（公財）日本女性学習財
団理事長　村松泰子　ほか

H29.5.10～7.5(9日間) 3

DV予防啓発講座 夏休み前に！ココロもまもる護身術 リアライズYOKOHAMA　代表 橋本明子 H29.7.15 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 水野　順子 通年 3

乳幼児の母親対象講座 もっと自分を好きになる！　幸せなママになるレッスン 北村　年子 H29.7.26、8.2、8.9 1・2

共催事業　第12回すずかけキッズプログラム 子どもから大人まで楽しめるクラシックコンサート
〈新日本フィル〉田村　直貴、松澤　舞、吉鶴
洋一、太田　陽子〈その他〉岩田　里美

H29.8.21 3

すずかけ女子キャリアスクール企画運営講座 自分らしさ、探したくない？～アニメとおもちゃで考えるあなたのキャリア～
女子キャリアスクール生／ヨガインストラク
ター　島崎紀子

H29.9.23 3

すずかけひろば 自分らしき生き 花を咲かす（講演会と登録団体の舞台・展示発表）
明治大学副学長　男女共同参画推進セン
ター長　浜本牧子、すずかけひろば実行委員
会

H29.9.30 3
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10　講演会・講座等の状況(29年度実績）

（墨田区つづき） DV予防啓発講座 女性のためのココロ元気講座（セミナーと朗読会）
リアライズYOKOHAMA　代表 橋本明子
郷本直也、侑音

H29.10.15 3

防災講座 女性の防災行動力向上講座
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　浅野幸子

H29.10.17、10.24、10.21 1・2

働く女性応援セミナー 私らしく輝くために　活き活きキャリア応援セミナー
キャリアコンサルタント　山岡正子
ヨガインストラクター　天咲千華

H29.10.22、10.29 3

再就職支援セミナー 女性のための再就職サポートプログラム 東京しごとセンター共催事業 Ｈ29.10.23、24、25、26、27 3

写真展 スウェーデン文化交流協会企画巡回写真展「スウェーデンのパパたち」 スウェーデン文化交流協会 H29.10.26～11.9 3

講座委員会企画運営講座 カラーコーディネートを学んでセンスUP! ～かわいいテディベア教室付き～
カラーコーディネーター　笹野かよ/
講座委員

H29.11.10 1・2

男性保護者対象講座 すみだパパスクール
高祖常子・頭金多絵・宮崎洋平
橋本乙彦氏

Ｈ29.11.5、12、19、 1・2

女性活躍支援講座 自己スタイル発見セミナー 株式会社クリエ　代表取締役　大西美穂 H29.11.18 3

共催事業　第13回朗読会 すみだ録音グループ「声」朗読会 すみだ録音グループ「声」 H29.12.2 3

中高年男性対象講座 中高年男性のための健康管理講座
メンタルサポート・アレーズ　代表
臨床心理士　伊藤厚子
看護師、介護予防運動指導員　島崎紀子

Ｈ30.2.4、18 1・2

すずかけ大学　オープンカレッジ 夢を信じて　～　一本柔道、私の人生　～ 女子柔道オリンピック金メダリスト　谷本歩実 H30.2.17 3

働く女性応援セミナー 知って得する！！働く女性のためのマネープラン FP事務所アイプランニング　代表　飯村久美 H30.3.3 1

講座委員会出前講座 パープルリボンプロジェクト（ワークショップ） 講座委員 H30.3.16 3

DV予防啓発講座 中学生、高校生対象デートＤＶ予防啓発講座 NPO法人ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ　西山さつき　栄田千春 Ｈ30.3.8、20 2

江 東 区 江東区パルカレッジ 新しいワタシに出会える８日間
井原 真子、村松 泰子、加藤 秀一、NPO法人
ReBit、佐光 紀子、谷岡 理香、海原 純子

H29.5.18～7.13（８回） 3

パルカレッジ ステップアップ支援セミナー 講座「こどもの個性を活かす子育て講座」（企画運営：パルカレッジ第25期修了生2名） 浅川　陽子 H30.2.8 3

パルカレッジ ステップアップ支援セミナー 講座「多様な性を知る、伝える講座～こどもへの伝え方を考えよう～」（企画運営：パルカレッジ第25期修了生2名） 中島　潤 H30.2.25 3

男女共同参画学習講座 女性のためのココロと体の健康セミナー～自律神経から心身のバランスを整える～ 澤田　忍 H29.5.28 3

男女共同参画学習講座 いつ働く？どう働く？お仕事復帰プラン講座 桑田　真理子 H29.5.30 3

男女共同参画学習講座 男の60代からのきっかけ作り～料理とコミュニケーション術～ 小山　朝子・尾崎　健一 H29.6.14/21/28、7.12（４日間） 3

男女共同参画学習講座 傷ついた心のケア講座 西山　さつき H29.6.17 3

男女共同参画学習講座 【出張】働き方見直し講座～定時に帰るタイムマネジメントの実現～ 川本　孝宣 H29.7.7/14（２日間） 3

男女共同参画学習講座 女性のための離婚の法律講座～シングルマザーになる前に～ 菊地　初音 H29.7.11 3

男女共同参画学習講座 夏休み親子向け企画『こどもの料理教室と親子で楽しむハローワーク』 田口　成子・脇本　靖子 H29.7.23/30、8.6（３日間） 3

男女共同参画学習講座 家族をまるごと笑顔に！　パパのためのカメラ＆コミュニケーション講座 鹿子木　亨紀・梶　麻衣子 H29.9.2/9（２日間） 3

男女共同参画学習講座 傷ついた女性のための自己表現トレーニング 中川　浩子 H29.9.6/13（２日間） 3

男女共同参画学習講座 Let's Enjoy！ メンズライフ～これからの男の生き方と男子ごはんを学ぼう！～ 瀬地山 角・滝村　雅晴 H29.9.23/30（２日間） 3

男女共同参画学習講座 シングルマザーのためのお金とキャリアプラン講座 中島　智美 H29.10.3 3

男女共同参画学習講座 輝け、これからの私！　50代・60代の再就職とライフプラン講座 岡　智子 H29.10.18/25（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 58
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（江東区つづき） 男女共同参画学習講座 我が家の作戦会議！　夫婦のコミュニケーションで家族力アップ！ 三木　智有 H29.10.22 3

男女共同参画学習講座 家族で一緒に準備しよう！　育休復帰セミナー 山口　理栄 H29.11.7 3

男女共同参画学習講座 女性のためのリーダーシップ応援セミナー 藤田　潮 H29.11.19/26（２日間） 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 H29.11.28、12.5/12（３日間） 3

男女共同参画学習講座 仕事と介護の両立講座～働き続けるために活用できる制度と料理のポイントを学ぶ～ 松村　美枝子・二村　絵美 H30.1.28、2.4（２日間） 3

男女共同参画学習講座 保護者・学校関係者向けデートDV防止講座～デートDVからこども達を守るために～ 吉祥　眞佐緒 H30.2.3 3

男女共同参画学習講座 こうとう防災学びの場～江東の防災と、多様性に配慮した避難所運営～ 金三津　仁・松野　未砂子・浅野　幸子 H30.2.10/24（２日間） 3

男女共同参画学習講座 【出張】ミーティング力アップ講座～会議を変える！結果につなげる！～ 杉村　郁雄 H30.2.15 3

男女共同参画学習講座 女性のための防犯護身術講座 深川警察署 H30.2.17 3

男女共同参画学習講座 ４０代非正規で働くシングル女性のための『わたしの強み発見！』講座 錦戸　かおり H30.3.17 3

男女共同参画学習講座 【出前】デートDV防止啓発講座（区立中学校） 吉祥　眞佐緒 H29.12.15 1.2

男女共同参画学習講座 【出前】デートDV防止啓発講座（区立中学校） 吉祥　眞佐緒 H30.3.5 1.2

男女共同参画学習講座 【出前】ジェンダー講座（幼稚園保護者向け） 井原　真子 H29.10.27 1

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 H29.5.30、6.6、（2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 H29.6.10 1・2

男女共同参画啓発講座 親子コミュニケーション「星空カフェ」 宮坂　憲央 H29.7.22 1・2

男女共同参画啓発講座 アンガーマネジメント講座「怒りのコントロール術」 江野本　由香 H29.9.27 1・2

男女共同参画啓発講座 コミュニケーションに活かす傾聴講座 別府　明子 H29.10.3、10（２日間） 1・2

男女共同参画啓発講座 ヴィクトリア女王と演劇 門野　泉 H29.10.6、13（２日間） 1・2

男女共同参画啓発講座 身近な法律講座「相続と遺言の基礎知識」 亀井　時子 H29.11.29 1・2

男女共同参画啓発講座 女性目線での防災対策 高橋　聖子 H29.11.30 1・2

男女共同参画啓発講座 親子コミュニケーション「おしゃべりスクラップ・ブッキング」 遠藤　比登美 H29.12.16 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ケーション講座 小柳　茂子 H30.2.21、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「身軽で快適な生活と人生を」（夜間コース） 結木　利奈 H29.9.14 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「好感が持たれる心地よい発声方法」・「人に好かれる所作と嫌われる所作」（昼コース） 結木　利奈 H30.3.8、15（２日間） 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 H29.7.5 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 H29.7.12 1・2

ＤＶ啓発講座 ＤＶ講座「ＤＶ理解基礎講座」 安藤　由紀 H29.12.25 4

ＤＶ啓発講座 変わりゆくストーカー被害の実態と対策 小早川　明子 H30.2.1 1・2

デートＤＶ出前講座 デートＤＶ講座 野本　美保 H30.3.19 2
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（品川区つづき） 女性の活躍支援講座 子育て女性向けセミナーin大井町～子育てしながら私も働ける！？～ 蒲生　智会 H29.10.31 1・2

女性の活躍支援講座 キャリアデザイン入門講座 江野本　由香 H30.1.23、30（２日間） 1・2

男女共同参画推進フォーラム あなたは何を伝えていきますか？～人生を後悔しないために～　十年介護～母と過ごした奇跡の時間～ 町　亞聖 H29.11.11 3

目 黒 区 連続講座 女性への暴力防止講座「ストーカー問題への対処法（講義）」「護身術（入門編）実践」 小早川　明子、橋本 明子 H2911.11、H2911.18 3

単発講座 男女共同参画週間企画講座「ＣＭにおける男女平等・共同参画」 谷岡　理香 H29.6.25 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　浩子 H29.6.20 3

単発講座
ワーク・ライフ・バランス推進啓発講座「フランスの家族政策に学ぶ、ワーク・ライフ・バランス最新事情と私たちの働
き方」

神尾　真知子 H29.9.16 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　浩子 H29.11.18 3

単発講座 性的マイノリティの理解促進講座「もっと知りたいＬＧＢＴ～性の多様性と人権ト～」 杉山　文野 H29.12.14 3

単発講座 男性の家事育児講座「パパと子どものにこにこ掃除塾」 辰巳　渚 H29.12.17 3

単発講座 センター運営委員会企画イベント「誰でもウェルカム！カフェ」 田中　伊知子 H30.2.4 3

単発講座 目黒女性団体連絡会企画朗読劇「ＳＥＶＥＮ・セブン」 三田地　里穂 H29.1.29 3

単発講座 資料室利用促進講座「結婚相談からみる現代の結婚事情」 板本　洋子 H30.2.9 3

単発講座 女性のキャリアアップ講座「自分らしく働くキャリア設計」 新井　香奈 H30.2.17 3

単発講座 教養講座「歴史に埋れたままのクラシックの女性作曲家たち」 小林　緑 H30.2.18 3

単発講座 女性のための健康推進講座「女性ホルモンとライフサイクル」 有馬　牧子 H30.3.10 3

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 H3036、H303.9 2

単発講座 パワー・ハラスメント防止講座 田中　恵 H30.3.9 3

男女平等フォーラム2017 講演・ミニシンポジウム「フィンランド流　子育て、働き方、暮らし方」 坂根　シルック H29.11.12 3

大 田 区 映画会 「少女は自転車にのって」 H29.12.2 1・2

講演会
エセナフォーラム2017
『「居場所」のない男、「時間」がない女～「フツウに幸せ」になるための方法論～』

水無田　気流 H29.7.8 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『会社と社員そして家族のための「働き方・休み方改革」へのファーストス
テップ』

鈴木　光子 H29.12.5 1

男女共同参画推進講座
男の生き方塾2017
「職を辞した後の自由な時間を楽しむ～悔いを残さない生き方を探る～」

星屋英治、澤岡詩野 Ｈ29.11.8～22（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♪ 田中由美子、織田弦、古澤里美 Ｈ29.4.9～5.7（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、織田弦 Ｈ29.12.3・7 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、大井公美子、庄嶋孝広 Ｈ29.723・30 1・2

男女共同参画推進講座 「心がはずむ♪私に出会える８日間」 宮川明子、高松香奈、西山さつき、谷岡理香 Ｈ29.10.6～12.1（8日間） 1・2

男女共同参画推進講座 「わたしと地域がつながる防災講座」 石本めぐみ H30.2.24 1・2

男女共同参画推進講座 「おやこｄｅ安心護身術～親子で学ぶ、危険から身を守る方法～」 橋本明子 H29.7.2 1・2

男女共同参画推進講座 「家庭内モラル・ハラスメントを知る～モラハラについての正しい知識～」 本田りえ H29.11.12 1・2
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（大矢区つづき） 男女共同参画推進講座
ママのための再就職さぽ～とさろん
～「もう一度働きたい」気持ちをキャリアカウンセラーと先輩ママが応援します～

堂谷祐規子、阿部由佳利、瀬良垣智恵美、
前田美香、水町真樹子、鶴貝真由美

H29.5.16・23（2日間） 1・2

男女共同参画推進講座 「みんなをハッピーにするぷち起業のススメ～自分を大切にする働き方～」 坂田静香、中川由紀、綱島ちひろ H29.6.6 1・2

男女共同参画推進講座 「好感度アップ！再就職応援メイク術」 鶴貝真由美 H30.2.13 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
佐藤佳代子、新田香織、芥川正明、清澤洋
一、楠りか、西川有理子

H29.10.18・25・29・11/1（4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 池田　ひかり H30.2.20 3

職員研修 DV職員研修 安藤　由紀 H29.10.24 4

職員研修 男女共同参画職員研修 太田差惠子 H30.2.15 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 Ｈ29.8.29～Ｈ30.3.6(6日間） 3

男女共同参画講座
学校出前講座
デートDV防止

草加智子 H29.9.4～H29.9.26(6日間） 2

男女共同参画講座
学校出前講座
性的マイノリティ

鈴木　茂義 H29.12.14 2

男女共同参画講座
学校出前講座
男女共同参画

竹崎　かずみ H29.12.18 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 H29.12.21 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 H30.1.25 2

男女共同参画講座
学校出前講座
性的マイノリティ

鈴木　茂義 H30.3.5 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 H30.3.8 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 H30.3.9 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 H30.3.10 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 H30.3.13 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 H30.3.15 2

男女共同参画講座
学校出前講座
男女共同参画

堤暢子、山口かほり H30.3.19 2

男女共同参画講座 らぷらす防災講座　地域で考える　一番大事なトイレのこと 浦野愛、亰百合子 H30.3.10 3

区民企画協働講座 区民企画協働事業　がんと心のケア～学ぼう！がんでも自分らしく素敵な生き方を～ 宮﨑加奈子 H29.10.29 3

区民企画協働講座 区民企画協働事業　『女性の働き方デザイン講座』人生100年時代。ライフイベントを迎えても働き続けたい！ 久保田一美、堀江由香里 H29.11.18、H29.12.2 3

区民企画協働講座 区民企画協働事業　働く女性のための講座　働くために知っておきたい15のこと 仁井田典子、社昌子、仁井田裕子 H30.1.26 3

区民企画協働講座
区民企画協働事業　子育て世代・応援ワーククショップ！ありたい私となりたい未来～これからの働き方を考えよう
～

多喜まどか、近藤眞寿美、森ゆき H30.2.17、H30.2.24 3

男女共同参画講座 らぷらすフェスタ 信田　さよ子 H29.6.25 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

H29.5.13～H30.2.10(6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 H29.5.21 3

男女共同参画講座 出張パパ・バギーの日(年間2回） 劇団みるき～うぇい、越川子枝子 H29.9.3、H29.12.9 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、花崎晶 H29.6.2～H30.1.30(6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 61
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（ 世 田 谷 区 つ づ
き ）

男女共同参画講座 シネマdeりらっくす - H29.4.23、H29.11.5 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 H29.5.11～H30.3.8(6日間） 3

男女共同参画講座 起業ミニメッセ H29.12.8～H29.12.9(2日間） 3

男女共同参画講座 女性のための起業・経営相談
大川幸伸、相良和孝、小池のり子、金綱潤、
金子敦彦、西川智也

H29.5.24～H30.3.28（5日間） 3

渋 谷 区 男女平等・多様性社会推進講座 複線キャリアで活躍する女性に学ぶ、ライフデザインのコツ 岡本 祥公子、森田 由紀 H29.8.6 3

男女平等・多様性社会推進講座 LGBTと防災　～支援者と受援者の視点から～ 内田 有美 H29.9.10 3

男女平等・多様性社会推進講座 「結婚してもシェアハウス」から見えてくる、ぼくたちの生き方・働き方～ 阿部 珠恵 H29.9.30 3

男女平等・多様性社会推進講座 女性・性的少数者のためのアンガ－マネジメント講座（全2回）イライラの消しゴムを手に入れよう 高田 しのぶ H29.10.18 3

男女平等・多様性社会推進講座 女性・性的少数者のためのアンガーマネジメント講座(全2回）新しい色鉛筆を手に入れよう 高田 しのぶ H29.10.25 3

男女平等・多様性社会推進講座 どうすれば「伝わる」❓パープルリボン
藤原 志帆子、橘 ジュン、玉山 貴康
阿部 知代

H29.11.7 3

男女平等・多様性社会推進講座 ジェンダー平等とワークライフバランスの先進国デンマーク
寺田 和弘、久保田 恵理、小林実加
渡辺　文世

H30.1.31 3

男女平等・多様性社会推進講座 家族になるって何だろう。 ～養子縁組から考える家族のかたち～ 森 和子、古泉 智浩 H30.2.3 3

男女平等・多様性社会推進講座 みんなで考える ひとり親家庭のこと
秋山 怜史、吉田 大樹、原 真衣
ｙｏｕｙｏｕ

H30.2.11 3

男女平等・多様性社会推進講座（上映会） 国際女性デー記念 区民無料上映会「彼らが本気で編むときは、」 - H30.3.4 3

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「キッチンからはじめる家族の絆～「幸せホルモン」があふれる暮らしを～」 コウケンテツ H29.6.10 3

男女共同参画に関する講座 防災講座　「避難所運営で何が大切なのか」 浅野　幸子 H29.11.14 4

ワーク・ライフ・バランスの推進事業 従業員の採用・定着に活きる！ワークライフバランスセミナー 倉田　かおる H30.1.25 3

女性の再就職セミナー ココだけは押さえておきたい！私らしく働くための自己理解と仕事の探し方 小走　藤子 H30.1.29 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 中川　理砂 H30.2.26～H30.3.2 3

杉 並 区 男女平等推進センター講座 父子手帳を作ってパパも子育てを楽しもう～主夫が伝えるオトコ家事育児のススメ～ 汐見稔幸、杉山ジョージ H29.11.26、H30.1.21、H30.2.3 1・2

男女平等推進センター講座 すぎなみパパの学び場 おおたとしまさ、後藤偵和、大葉ナナコ H29.11.26、H29.12.16、H30.1.28 1・2

男女平等推進センター講座 今がチャンス！「子育て中の働き方」講座 曽山恵理子 H29.9.12、H29.10.24、H29.11.25 1・2

男女平等推進センター講座 表現する女性、表現される女性～表現するよろこび～ 渡辺みえこ H29.11.18、H29.11.25 1・2

男女平等推進センター講座 すぎなみ素敵女子化プロジェクト 湯原玲奈、小紫恵美子、古田智子 H29.8.5、H29.9.2、H29.10.14 1・2

事業主向け均等法セミナー 中小企業のための”社員の誰もが働きやすい職場環境整備”のポイント 中井　智子 H29.8.25 3

デートDV出前講座 デートDV防止プログラム 特定非営利活動法人 CAPユニット H29.7.14、H29.7.18 2

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－ 特定非営利活動法人 Ｒｅｂｉｔ H30.3.23 4

豊 島 区 主催事業 エポック10エンパワーメント講座2017「なりたい私に近づく！自分軸発見！講座」（全3日） 錦戸　かおり Ｈ29.5.17、Ｈ29.5.24、Ｈ29.5.31 3

エポック10区民企画運営講座 ママのための『私らしい』芯のある生き方」骨盤エクササイズ付き 片山　やよい H29.10.7 3

主催事業 イライラ！もやもや、息苦しい…「母娘問題』はなぜ起こる？ 横山　真香、田房　永子 Ｈ29.12.7、Ｈ29.12.14、Ｈ29.12.21 3
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（豊島区つづき） 主催事業 セルフ・ディフェンス講座―ＮＯと言える私になる― 大久保　真紀、堤　暢子 H30.3.17 3

共催事業 旦那さんはアスペルガー。でも大好きです！～見つけよう笑顔のヒント～ ジュンコ　田中、神田　一起 H29.7.30 3

女性再就職支援セミナーin池袋「私らしく働くための自己理解と仕事の探し方」 小走　藤子 H29.8.25 3

お世話だけが子育てじゃない！夫婦で参加する父親学級 渡辺　大地 H29.8.27 3

女性再就職サポートプログラム地域型in池袋[全5回] ― Ｈ29.9.15～Ｈ29.9.22 3

不登校～子どもの気持ち親の気持ち～ 天野　敬子、橋本　早苗 H29.9.30 3

考える力！思いやりの心を育てるために親ができること 久保　まゆみ H29.10.5 3

わくわくカフェ～ＬＧＢＴと恋～ 性性堂堂 H29.10.15 3

育休復帰セミナー 山口　理栄 H29.10.18 3

子育て中の再就職応援セミナー ― H29.11.8 3

こころのケア講座 本村　久美子 H29.11.18 3

思春期の子どもの世界　第14回 井利　由利 H29.11.25 3

親子であそぼう ― H30.2.4 3

人間力アップセミナー 原田　愉貴子 H30.3.8 3

後援事業 第1回「としまレインボーウォーク」in巣鴨地蔵通り ― H29.4.30 3

第38回“全国親の会”荒川大会 ― H29.5.28 3

おひとりさまのおカネと老後 ― H29.7.8 3

第20回全国シェルターシンポジウム2017in東京 ― Ｈ29.9.30～Ｈ29.10.1 3

母となってはたらく～みんなの復職のかたち ― H30.1.27 3

立教大学×ベネッセ育休復帰準備完璧１Day講座 萩原　なつ子　他 H30.3.4 3

保育付きでホッとリラックス　すくすく子育てセミナー 田中　啓子 Ｈ29.10.17～Ｈ30.2.13 3

歩く国際協力『Ｗａｌｋ in Her Shoes2018』キャンペーン ― Ｈ30.3.8～Ｈ30.5.31 3

デートＤＶ予防教室 若年層へのＤＶ予防教育（区立中学生・立教大学生対象） ― Ｈ29.11.9～H30.3.9（全9校9回） 2

「女性に対する暴力をなくす運動」特別講演会 「考えてみよう、彼女たちの事。～Jkビジネスの実態と背景から～」 橘ジュン・タダケンジロウ H29.12.8 3

専門相談講座 「イマドキの中高生の恋愛事情～うちの子だいじょうぶ？～」 吉祥　眞佐緒 H29.11.22 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 ― Ｈ29.4.11～Ｈ30.3.15 3

男女共同参画週間（エポック10フェスタ201７） 輝いて女
ヒト

と男
ヒト

　私が変わる　未来も変わる 浜田　敬子 Ｈ29.6.16～Ｈ29.6.18 3

男女共同参画都市宣言記念週間講演会・パネル展示 男がつらいよ！誰にも言えない男のホンネ 田中　俊之 H30.2.24 3

WLBネットワークミーティング [第1部]講演、[第2部]交流会、[第3部]個別相談会 正木　秀幸 H29.9.13 1・2

ワーク・ライフ・バランスフォーラム 「知っておきたい。仕事と介護を両立するには？」 飯野　三紀子 H29.11.15 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 63
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（豊島区つづき） 職員研修 DV被害者支援対応マニュアル説明会 ― H29.6.28 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 H30.1.26 4

職務関係者研修 「離婚調停に関わる事項、面会交流、養育費について」 渡辺　浩子 H29.6.23 4

「連携する立場から（事例・取組など）」 ― H29.6.28 4

「保健所の相談業務及びDV対応について」 ― H29.10.6 4

北 区 北区男女共同参画週間 講演会「家族のかたち～理想と現実～」 杉山春 H29.6.17 3

北区男女共同参画週間 交流会「人と人がつながり活動を明日へ」 ― H29.6.24 3

北区男女共同参画週間 映画会「さとにきたらええやん」 ― H29.6.24 3

北区さんかく大学 日本社会の親子関係の現状と課題～母性愛神話がもたらしたもの～ 大日向雅美 H29.10.7 3

北区さんかく大学 母と娘の関係について 信田さよ子 H29.10.21 3

北区さんかく大学 父と息子の関係について～短歌を素材に考える～ 細谷実 H29.10.28 3

北区さんかく大学 これからの親子関係、未来に向けて 藤崎宏子 H29.11.11 3

北区さんかく大学 あなたにとって親子とは？～まとめの会・意見交換～ 笹川あゆみ H29.11.18 3

女性の活躍推進応援塾 菊池桃子講演会「自分らしく輝く明日を～女性の多様な生き方を考える～」 菊池桃子 H29.5.25 3

女性の活躍推進応援塾　キャリアアップ支援セミナー 会社を見る目を作りましょう！ 川口佐和子・大江栄 H29.5.28 3

女性の活躍推進応援塾　キャリアアップ支援セミナー 伝える術～わかりやすく簡潔な意見や思いの伝え方～ 川口佐和子・大江栄 H29.6.4 3

女性の活躍推進応援塾　キャリアアップ支援セミナー リーダーシップ～一人ひとりの能力発揮でチームに～ 川口佐和子・大江栄 H29.6.11 3

女性の活躍推進応援塾　起業家支援セミナー 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・五十嵐暁美 H29.8.26 3

女性の活躍推進応援塾　起業家支援セミナー 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・五十嵐暁美 H29.9.2 3

女性の活躍推進応援塾　起業家支援セミナー 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・五十嵐暁美 H29.9.16 3

女性の活躍推進応援塾　再就職準備セミナー（スキル編） ビジネスマナー講座 後藤千幸 H29.10.11 3

女性の活躍推進応援塾　再就職準備セミナー（スキル編） 身だしなみメイクアップ実践講座 坂井ナオミ、小松勤子、安東雅美 H29.10.12 3

女性の活躍推進応援塾　再就職準備セミナー（スキル編） 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 H29.10.13 3

女性の活躍推進応援塾　再就職準備セミナー（マインド編） 私らしく働きたい！再就職初めの一歩～自分を見つめ直して働き方を考えよう～ 滝澤理砂 H29.11.15 3

女性の活躍推進応援塾　再就職準備セミナー 職場復帰の心構え 川口佐和子、二本柳聡美 H30.2.3 3

女性の活躍推進応援塾　再就職準備セミナー 職場復帰の不安を解消 和氣美枝 H30.2.10 3

女性の活躍推進応援塾　中小企業向け女性活躍推進セミナー 女性社員とともに成長する企業をめざして～社員の心をグッと惹きつけるマネジメント術～ 響城れい H30.3.8 3

スペースゆう主催講座
ワークライフバランス実践セミナー「中小企業の現場で活かす『働き方改革』～仕事と生活の両立にどう取り組むか
～」

毛塚真紀 H29.7.20 3

スペースゆう主催講座
男性のためのコミュニケーションアップ講座
①関係を作るためのコミュニケーション②関係を深めるためのコミュニケーション

尾﨑健一 ①Ｈ29.7.23②Ｈ29.7.30 3

スペースゆう主催講座 ＤＶ理解基礎講座「身近な人をＤＶ被害から守るために」 松本和子 H29.11.26 3
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( 北 区 つ づ き ) スペースゆう主催講座
人生100年を生き抜くシングルズ準備講座～いきいきと楽しくシニアライフを生きる準備について考えてみませんか
～

大矢さよ子 H30.3.4 3

共催事業
2017ねっとわーくまつり
①パネルディスカッション「子どもの貧困・孤立を防ぐには」②映画会「みんなの学校」

― ①H29.4.22②H29.4.23 3

共催事業 ～パートで働く方のための～労働保険・社会保険の基礎知識 田島ひとみ H30.1.12 3

共催事業
子育てママの未来計画
①自分を知ろう！②次の一歩を踏み出そう！

並木有希、平野順子 ①H30.2.9②H30.2.16 3

協働事業
わが子と一緒に私も育つ～アドラー心理学に学ぶほめない、怒らない、勇気づけの子育て～
①９つの性格から学ぶコミュニケーション②アドラー心理学に学ぶ勇気づけの子育て

①稲葉さゆり②百瀬敬子 ①H29.7.1②H29.7.8 3

協働事業
みんなのちがい　みんないい～絵手紙で伝える男女共同参画～
①あなたらしく生きるために、北区男女共同参画条例を知ろう②こころを届ける絵手紙

①大谷恭子②小野寺美紀子 ①H29.9.3②H29.9.10 3

協働事業
より良い親子関係を保つには～親の役割・地域社会との関わり～
①子育てに大事なこと②思春期の子どもとの会話に気をつけたいこと

天野ひかり ①H29.11.30②H29.12.7 3

協働事業 「わたしは大丈夫！」元気になるセルフディフェンス 福多唯 H29.12.9 3

出前講座 デートDV講座 西山さつき ①H29.3.6②H29.3.8③H29.3.15 2

荒 川 区 男女共同参画講演会（男女共同参画週間事業） 舞台で輝く女性リーダー　　～日本舞踊藤川流家元の生き方～ 藤川澄十郎氏 H29.6.24 1・2

男女共同参画推進講座 「weからＩへ　私らしくイキイキと　～私らしさを大切にする人は、やさしくてつよい～」① 竹内康代氏 H29.6.27 1・2

男女共同参画推進講座 「weからＩへ　私らしくイキイキと　～私らしさを大切にする人は、やさしくてつよい～」② 竹内康代氏 H29.7.4 1・2

男女共同参画推進講座 「weからＩへ　私らしくイキイキと　～私らしさを大切にする人は、やさしくてつよい～」③ 竹内康代氏 H29.7.11 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
「肩書きはいらない」パパを楽しもう

紅谷 弘二氏 H29.11.18 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
「パパのはじまり」うまれてくれて、ありがとう！

細田 恭子氏、紅谷 弘二氏 H29.12.2 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
「かっこいいパパになる」アウトドアの醍醐味

板谷 俊明氏、紅谷 弘二氏 H29.12.9 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 H30.3.6 1・2

アクト２1交流のつどいワークショップ 高齢者の人権～防ごう高齢者への虐待 梶川義人氏 H30.3.3 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 H30.3.3 1・2

アクト２１交流のつどいワークショップ アルバムカフェ　フォトフォルダーづくり 長谷 綾氏 H30.3.3 1・2

板 橋 区 第18回いたばし男女平等フォーラム 基調講演「両立したくてもできない！？パパとママで笑顔で目指す仕事と家庭」　、ミニコンサート
安藤　哲也(NPO法人ファザーリング・ジャパン
ファウンダー/代表理事)

H29.11.4 3

男女平等参画セミナー
男の料理教室

小山　朝子（料理講師、栄養士、調理師） H30.1.25 3

男女平等参画セミナー
娘の未来を考える 矢部　純代 （株式会社エンパブリックプロジェ

クト）
H30.3.21 3

女性のための起業家入門講座
講義「起業のいろは」・こちらは板橋べっぴん隊パネルディスカッション

中嶋　修(板橋区立企業活性化ｾﾝﾀｰ所長）
北村　和代、谷口　典子（企業活性化センター
専門員 ）こちら板橋べっぴん隊

H28.７.22
H28.7.29

3

女性のための再就職支援セミナー
①「子どもと仕事、どう向き合う？」
②「ブランクがあったけれど大丈夫でした！」
③「印象アップの就活術」

①川又けい子（ハナマルキャリア総合研究
所）
②高原多嘉子（ハローワーク池袋マザーズ
コーナー）③児玉輝江（㈱パーフェクト・スピー
チ）

①Ｈ29.9.13
②Ｈ29.9.15
③H29.9.19

3

子育て女性向けセミナー 子育てしながら私も働ける！？～私も子どもも大切にしながら働くための準備について考えましょう～
蒲生　智会（マザーズコーチングスクール認
定マザーズティーチャー）

H29.7.5 3

子育てママの未来計画
①セミナー「自分を知ろう」
②セミナー「次の一歩を踏み出そう！」

①平野　順子（東京家政大学短期大学部保
育科准教授）
②並木　有希（東京家政大学女性未来研究
所副所長）

①Ｈ30.2.9
　②Ｈ30.2.16 3

区民協働企画講座 かいじゅうの彫刻を作ろう！ 渡辺　一宏（彫刻家） H30.12.24 1・2
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（板橋区つづき） 区民協働企画講座 いわさきちひろ生誕100年！絵に込められた　いのち・平和　そして未来
中平　洋子（ちひろ美術館東京シニアアソシエ
イト）

H30.2.4 3

区民協働企画講座 かしこく・たのしく　メディアを読み解く！～女性とメディアリテラシー～ 渡辺　真由子（ジャーナリスト） H30.2.25 3

いたばしアイカレッジ　前期　男女平等参画基礎講座
「人生100年時代、もっと素敵なオトナになりたい」

①「豊かでハツラツとした人生をイメージしよう」
②「いつまでも美しく、綺麗な姿勢でしなやかに生きる」
③「みんなで関わろう！地域での子育て」
④「企業は今、ダイバーシティの時代」
⑤「人生100年、健康な食事と食生活支援」

①並木　有希（東京家政大学女性未来研究
所副所長）②梁川　悦美（東京家政大学家政
学部准教授）③平野　順子（東京家政大学短
期大学部准教授）④岩田　三代（東京家政大
学非常勤講師）⑤和田　涼子（東京家政大学
家政学部教授）

①H29.9.15
②H29.9.22
③H29.9.29
④H29.10.13
⑤H29.10.20

1・2

いたばしアイカレッジ　後期
"自分らしく”働くための５つのちから

①②勇気づけのちから～働く人のためのアドラー心理学～
③女性ホルモンのちから～女性の健康とライフデザインについて～
④気づきのちから～働く人のためのマインドフルネス～
⑤思いを伝えるちから～アサーティブトレーニングでこじれない人間関係に～
⑥コミュニケーションのちから～アンガーマネジメントで怒りを味方に～

①宮本　秀明（有限会社ヒューマン・ギルド取
締役法人事業部長）②佐藤　健陽（有限会社
ヒューマン・ギルド講師）③三羽　良枝（ＮＰＯ
法人女性の健康とメノボーズ協会理事長）④
山口　伊久子（マインドフルネス＆ヨガネット
ワーク主宰）⑤八巻　香織（NPO法人
TEENSPOT代表理事）⑥市川　万以（一般社
団法人日本案が―マネジメント協会アンガー
マネジメントファシリテーター）

①H30.1.17
②H30.1.24
③H30.1.31
④H30.2.7
⑤H30.2.14
⑥H30.2.21

3

男女共同参画週間行事　公開講座 「女性も男性も！一人ひとりの意思・能力・個性が活かされる社会を目指して」
水無田気流（少子化ジャーナリスト・作家・相
模女子大学客員教授）

H29.6.18 3

LGBT勉強会
（主催：特別区女性政策主管課長会有志、事務局：板橋区）

①LGBT基礎知識
②各区施策事例と今後の課題（文京区・世田谷区・渋谷区）

永田　龍太郎（渋谷区総務部男女平等・ダイ
バーシティ推進担当課長）
瀬尾　かおり（文京区総務部ダイバーシティ推
進担当課長）
若林一夫（世田谷区生活文化部人権・男女共
同参画担当課長）

H29.12.21 4

練 馬 区 男女共同参画問題講座 子育てママのポレポレ塾 三浦恭子　他 H29.5.18～10.19（全10回） 1・2

男女共同参画問題講座 自分史の書き方講座「私の育ち・生き方を振り返りながら」 野々村恵子　他 H29.10.3～10.24（全4回） 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 H29.7.12～H30.3.11（全9回） 1・2

男女共同参画問題講座 映像に見る世界を動かした女性たち 国広陽子 H29.7.11、8.29、9.26（全3回） 1・2

男女共同参画問題講座 人生100歳時代～まだまだ成れる　なりたい自分～ 幸田浩文 H29.10.14 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講座～多様な人々が安心して話し合える場を作る～ 杉村郁雄 H29.11.7～12.5（全5回） 1・2

男女共同参画問題講座 「オトコの暮らし力」アップ講座 鈴木邦子　他 H29.11.26、12.10（全2回） 1・2

男女共同参画問題講座 人生半ばの女性を応援～わたしを活かす就活作戦講座 堀江啓子　他 H30.1.16、1.23、2.6（全3回） 1・2

男女共同参画問題講座 女性の再就職と就労継続支援講座　働いて生きるあなたを守る「はたらくルール」 渋谷典子 H30.2.24 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ソコン講座　（ワード基礎編） 後藤悦子 H29.4.18 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ソコン講座　（エクセル初級編） 後藤悦子 H29.7.13、7.14（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 後藤悦子 H29.6.16～H30.3.16（2日制　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 H29.6.23～H30.3.10（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ソコン講座　（実践編） 後藤悦子 H30.2.8、2.15（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 H30.1.19、1.26（全2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～『やってみたい』をカタチにする」 古屋由美子 H29.9.22、9.29、10.6（全3回） 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 栗原邦子　他 H29.7.18 1・3

男女共同参画問題講座 働く女性のためのコミュニケーション・スキルアップ講座 岩井奈保美 H30.2.22、3.8（全2回） 1・2
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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(29年度実績）

（練馬区つづき） 男女共同参画問題講座 災害と女性～在宅避難を考える 杉村郁雄　他 H30.3.3 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 H29.9.9、10.14、11.4（全3回） 1・3

男女共同参画問題講座 お父さんと作る「おうち・ごはん」のおべんとう 鈴木邦子 H29.7.30 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「レインスティック（民族楽器）をつくろう！」 男女共同参画センター職員 H29.8.3 1・2

男女共同参画問題講座 若年女性のためのわたしの「これからライフ」 岩井奈保美　他 H29.5.23、6.6、6.20（全3回） 1・3

男女共同参画問題講座 若年女性のためのわたしの「これからライフ」partⅡ 恩田夏絵　他 H30.1.30～3.13（全6回） 1・3

男女共同参画問題講座
えーるスクエア　愛する人を暴力の被害者・加害者にしたくない～貧困や生きづらさを乗りこえて～　「生きづらさ、
働きづらさを抱える若年シングル女性たち」ほか

飯島裕子 H30.1.20 1・2

区民企画講座 自分の身体に気づく”やさしいヨガ” 滝沢菜穂 H29.4.16 1・2

区民企画講座 健康長寿で人生を楽しもう！ 菊池天子　他 H29.4.19 1・2

区民企画講座 平和のために歌い継がれたもの～映像と音楽を通して憲法を考える 志田陽子 H29.5.7 1・2

区民企画講座 施策から考える”求められる”女性・ＬＧＢＴの姿 五十嵐舞　他 H29.6.7 1・2

区民企画講座 しゃべれなくても英語でおもてなしができるんです～スマホ応用講座 大倉美登子 H29.9.7（全2回） 1・2

区民企画講座 食と健康～食品添加物は味方か敵か 佐藤かな子 H29.10.22 1・2

区民企画講座 子どもの良さを引き出す！イライラしない子育てのコツ 林田道子 H29.10.26 1・2

区民企画講座 性別で見る多様性と人権～性別とか恋愛ってこんなに広いの！？ 飯田亮瑠 H30.2.25 1・2

映画上映会 えーるシネサロン夏休み上映会「ネコのミヌース（日本語字幕付き）」 H29.8.21（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「忘れられた女性作曲家たち～あの曲も女性の作品？！」 小林緑 H29.6.4 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2017
「女もつらいよ　男もつらいよ～男性学の視点から女性も男性も生きやすい社会について考える」

田中俊之 H29.10.21 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「働き方改革によるワーク・ライフ・バランスの推進＋わかる！健康な職場のつくり
方」

加治直樹　他 H29.11.13 1

足 立 区 ワーク・ライフ・バランス講座 食育講座「朝ベジのすすめ」 木村　千代子 H29.6.17 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’17　① 加藤　有里 H28.7.22 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’17　② 佐久間 修一 H29.7.29 1・2

ワーク・ライフ・バランス講座 イクメンシンポジウム 田中俊之 H30.2.11 1・2

ワーク・ライフ・バランス講座 わたしのバランスみつけよう 松尾　羽衣子 H29.12.2 1・2

DV防止啓発講座 モラルハラスメント講座 西山　さつき H29.5.31 1・2

DV防止啓発講座 アロマテラピー講座 対馬　眞代 H29.10.4 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 H29.11.8 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 H29.11.15 1.2

ひとり親家庭支援 お母さんと一緒にお料理講座 小山　朝子 H29.7.30 1.2

ひとり親家庭支援 お父さんと一緒にお料理講座 小山　朝子 H29.8.27 1.2

堤　暢子
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（足立区つづき） ひとり親家庭支援 自分らしく輝くシングルママセミナーA①ヨガ いしだ　かすみ H29.9.9 1.2

ひとり親家庭支援 自分らしく輝くシングルママセミナーA②お料理講座 小山　朝子 H29.10.1 1.2

ひとり親家庭支援 自分らしく輝くシングルママセミナーB①座談会 丸山　裕代 H29.9.9 1.2

ひとり親家庭支援 自分らしく輝くシングルママセミナーB②お料理講座 小山　朝子 H30.1.20 1.2

ひとり親家庭支援 子どもの貧困講演会 渡辺　由美子 H29.11.29 1.2

ひとり親家庭支援 父子料理講座 木村　千代子 H30.1.21 1.2

ひとり親家庭支援 父子料理講座 田内　しょうこ H30.3.11 1.2

庁内連携講座 イクメン講座（住区推進課・子サロ千住） 石場　晃子 H29.11.18 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） 山本　偉仁　石崎　亜矢子 H29.11.25 1.2

庁内連携講座 イクメン講座（住区推進課・子サロ綾瀬） 河野　治 H30.3.24 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 H29.5.19 1.2

庁内連携講座 資格を生かして保育現場で働こう② 渡邉　則之 H29.7.14 1.2

庁内連携講座 資格を生かして保育現場で働こう③ 高祖　常子 鈴木　圭子 H29.10.19 1.2

庁内連携講座 親子で楽しくNPO体験（読み聞かせ編）① りぷりんとネットワーク H30.2.16 1.2

庁内連携講座 親子で楽しくNPO体験（読み聞かせ編）② りぷりんとネットワーク H30.2.16 1.2

庁内連携講座 親子で楽しくNPO体験（ハワイアンリトミック＆リズムで英語） 井上　幸子　長汐　ちはる H30.3.2 1.2

庁内連携講座 親子で楽しくNPO体験（親子ヨガ） 吉田　智子 H30.3.2 1.2

自己肯定感醸造講座 心に元気を取り戻すセルフケア①ヨガ 花崎　晶 H29.10.12 1.2

自己肯定感醸造講座 心に元気を取り戻すセルフケア②コミュニケーション 中川　浩子 H29.10.19 1.2

自己肯定感醸造講座 自分にＯＫ出しませんか①ヨガ 花崎　晶 H29.12.7 1.2

自己肯定感醸造講座 自分にＯＫ出しませんか②コミュニケーション 中川　浩子 H29.12.14 1.2

自己肯定感醸造講座 自分を好きになる方法①ヨガ 花崎　晶 H30.2.10 1.2

自己肯定感醸造講座 自分を好きになる方法②ヨガ 花崎　晶 H30.2.17 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 石阪督規 H29.6.24 3

女性団体支援（共催） 女性フェスティバル（全２日）　講演会 松井久子（映画監督） H29.11.11 3

職員研修 区職員向ＤＶ講座 西山さつき H30.2.21 4

職員研修 区職員向ＷＬＢ講座 高祖　常子 H30.2.7 4

区民企画講座 夏野菜を使ってピザを作ろう　子ども夢プロジェクト 鈴木美幸 H29.8.26 1.2

区民企画講座 とよたかずひこさんがやってくる とよたかずひこ H29.9.16 1.2

区民企画講座 こころtoからだ生き生き！なりわいプロジェクト 美土路　笙子 H29.11.4 1.2
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（足立区つづき） 区民企画講座 ダウン症ってとってもスペシャル！ 内海　智子 H30.3.17 1.2

区民企画講座 ちらしずしを作ってみんなで食べよう！ 山田玲子 H30.3.27 1.2

企業セミナー 労働条件セミナー 佐藤　元明 H29.6.12 1.2

企業セミナー WLB経営改革セミナ－ 本永　裕康（足立成和信用金庫　常務理事） H29.7.11 1.2

企業セミナー パートタイム労働の最新事情 佐藤　元明 H30.2.27 1.2

出前講座 夫婦のコミュニケーション講座　てのひら保育園 三木　智有（ＮＰＯ法人tadaima代表理事） H29.5.22 2

出前講座 ハラスメント防止講座　いずみ記念病院 中川　浩子 H29.7.13 2

出前講座 仕事と介護の両立　家族を介護する人をつなぐ会 セントワークス株式会社　一之瀬　幸生 H29.9.30 2

出前講座 気持ちが伝わるコミュニケーション入門 中川　浩子 H29.12.2 2

出前講座 仕事と介護の両立　日本政策金融公庫 株式会社グラース　新田香織 H29.11.15 2

出前講座 職場のセクハラ・デートDV・夫婦間の暴力など 中川　浩子 H30.2.22 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 H29.7.14 2

出前講座 デートDV（淵江高等学校） フェミニストセラピーなかまカウンセラー H29.10.25 2

出前講座 デートDV（足立学園１年） 西山　さつき H29.10.30 2

出前講座 デートDV（足立学園２年） 西山　さつき H29.12.11 2

出前講座 デートDV（足立高校定時制） フェミニストセラピーなかまカウンセラー H29.12.18 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 H29.12.18 2

出前講座 デートDV（千寿桜堤中学校） フェミニストセラピーなかまカウンセラー H30.3.8 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 H30.3.16 2

葛 飾 区 ワーク・ライフ・バランスに関する講座・講演会 夏休みわくわく企画！働くママ・パパ応援講座
三木智有、ボランティアグループ「おはなしくら
ぶ」

H29.7.29 3

ワーク・ライフ・バランスに関する講座・講演会 コミュニケーション上手は介護上手～介護で仕事を辞めないために～ 小山　朝子 H29.9.30 3

ワーク・ライフ・バランスに関する講座・講演会 誰もがいきいきと働ける職場の仕組みづくり 鈴木恵里子 H29.9.7 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、高橋冬乃他１名 H29.7.9、H29.11.19 3

男性の家庭生活参加促進に関する普及・啓発 これから親になるカップルのための父親学級 三木智有 H29.12.3 3

男性の家庭生活参加促進に関する普及・啓発 パパと一緒にクッキング！わくわくクリスマスパーティー 吉田光一、助手4名(東京聖栄大学学生) H29.12.3 3

配偶者暴力防止講座 DV被害の現状と窓口対応について 安藤由紀 H29.8.24 4

配偶者暴力防止講座 デートＤＶ基礎講座～子どもの幸せのために親ができること～ 中野　宏美 H29.11.18 3

配偶者暴力防止講座 デートＤＶってなんだろう？～happyな恋にするために」 本村　久美子、金弘子 H30.3.8 2

男女平等に関する講座・講演会の開催 ココだけは押さえておきたい　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 H29.9.28 3

男女平等に関する講座・講演会の開催 女性の働き方とキャリアアップを考える～働き続けたい職場づくり～ 圷由美子 H29.7.19 3
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（葛飾区つづき） 男女平等に関する講座・講演会の開催 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 H29.7.9、H29.11.19 3

男女平等に関する講座・講演会の開催 「コミュニケーションに役立つ脳科学　～男女脳って何だろう～」 黒川伊保子 H30.3.3 1

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 H29/5/11～5/25（３日間） 3

男女平等に関する講座・講演会の開催 夏休みわくわく企画！働くママ・パパ応援講座 海原由佳 H29.7.29 3

男女平等に関する講座・講演会の開催 ママとパパのハッピー・コミュニケーション講座 相原あすか、林田香織 H29/9/2、23 3

男女平等に関する講座・講演会の開催 「フリーなママになるレッスン」 石井クンツ昌子、木村民子、髙山直子 H30/1/11～1/25（３日間） 3

男女平等に関する講座・講演会の開催 自分らしさで輝く　オトナのオンナ 諸橋泰樹、佐藤利絵、江原由美子他２名 H29/9/19～H30/3/6（６日間） 3

男女平等に関する講座・講演会の開催 人権講座「家庭内のモラル・ハラスメント」ー子どもと自分の心を守るためにー 熊谷早智子 H29.11.1 3

男女平等に関する講座・講演会の開催 教職員講座「多様な性と多様な生き方ー男女平等教育から多様な性の平等教育へー 原　ミナ汰 H29.7.28 4

男女平等に関する講座・講演会の開催 固定的性別役割分担意識にとらわれない保育をプロデュース 菊地篤子 H29.11.30 4

男女平等に関する講座・講演会の開催 パパママ防災セミナー～地域と家族の防災を考えましょう あんどうりす H29.12.10 3

男女平等に関する講座・講演会の開催 女性の防災リーダー養成講座「女性が考える防災に強いまちづくり」 防災課職員、瀬山紀子、青木千惠他１名 H29/7/1、17 1

男女平等に関する講座・講演会の開催 国際ガールズ・デイ企画「女の子たちの今－セカイとニッポン－」 寺田聡子, 橘ジュン H29/10/15、11/5 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 H29.4月～H30..3月 1・2

男性向け料理講座 パパと一緒に、ごちそうレシピ　「簡単かに玉と杏仁豆腐に挑戦！」 増田　稔 Ｈ29.5.28.、6.4.. 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「しなやかに　たくましく　自分らしく輝く　～花火、柔道、和のこころ～」 天野　安喜子 H29.6.25 3

ボランティアフェスティバル 帽子づくり、牛乳パック小物づくり、昔語り 深瀬　政子（昔語り） H29.7.9 3

再就職支援セミナー 子育てママの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、渡邊直美

H29.7.13 1・2

再就職支援セミナー 子育てママの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

H29.11.1 1・2

再就職支援セミナー 子育てママの再就職支援セミナー
東京都金融広報委員会金融広報シニアアド
バイザー　音川敏枝

H29.11.2 1・2

再就職支援セミナー 子育て女性向けセミナー　in　 船堀 東京しごとセンター　講師 H30.2.15 1・2

ワークライフバランス ”頑張る家事はもうおしまい！”　～樂ちんに暮らすための家事棚卸し講座～ 佐光　紀子 H29.9.7 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 － H29.11.20.～11.24. 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 － H29.11.16.～25. 3

女性史講座 「平城京遷都」を成し遂げた女帝元明天皇とは 淑徳大学准教授　鈴木　織恵 H29.10.6 3

DV防止講座 これってＤＶ？～身近なパートナーとのコミュニケーションを考える～
ＮＰＯ法人女性ネットＳａｙａ－Ｓａｙａ　　　松本
和子

H29.11.30 3

えどがわパパスクール パパと一緒　新春コンサート 江戸川吹奏楽団 H30.1.28 1・2

女性の健康週間講座 冷えない生活に効くレシピ 料理研究家・管理栄養士　　植木もも子 H30.3.1 1・2

DV防止出前講座（葛西中学校） デートＤＶ　～お互いを大切にする関係とは～ ＮＰＯ法人レジリエンス　栄田千春 H30.3.2 2

八 王 子 市 自立・介護・健康支援講座 ＜保護者対象講座＞思春期の男の子の身体とココロの変化のお話 袋　珠美 H29.4.19 1,2
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（ 八 王 子 市 つ づ
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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 H29.4.20～5.18（4日間） 1,2

意識啓発講座 はちおうじ出前講座「男女共同参画入門」 市職員 H29.5.25 2

意識啓発講座 男女共同参画週間記念講演会「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 H29.6.10 3

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 Ｈ29.6.12～7.3（4日間） 1

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 Ｈ29.6.22～7.6（3日間） 1,2

参画啓発講座 「チャレンジ企画」支援事業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

H29.7.8 1,2

意識啓発講座 はちおうじ出前講座「男女共同参画入門」 市職員 H29.7.12 2

参画啓発講座 夏休みの父子料理教室「パパと一緒に楽しくつくろう！こねこね手作り煮込みハンバーグ」 大橋　博美 H29.7.29 1、2

意識啓発講座（ＤＶ） 教職員のためのＤＶ理解と現場対応について 緒方　広海 H29.8.4 4

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 Ｈ29.8.24、Ｈ30.3.30 1,2

自立・介護・健康支援講座 シルバーエイジ迎える男性のための料理教室「男の腕まくり」 高橋　悦子 Ｈ29.9.13～10.11（4日間） 1,2

意識啓発講座 もしもの時のために～家族や子どもの命を守る防災講座～ 後藤　悦子、市職員 H29.9.26 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　美千代 Ｈ29.11.12、11.19 1,2

意識啓発講座 女性活躍推進セミナー　～女性の力を活かすためのポジティブ・アクション～ 桂　香代子 H29.11.15 1,2

意識啓発講座 「女性に対する暴力をなくす運動」講演会　暴力を許さない社会～お互いを尊重するということ～ 西山　さつき H29.11.23 3

自立・介護・健康支援講座 働く男性のための介護講座～仕事を続けることこそ親孝行～ 川内　潤 H29.12.2 1,2

自立・介護・健康支援講座 子育てママのアンガーマネジメント入門講座～怒りと上手につきあうコツ～ 島田　真由美 Ｈ29.12.12、12.19 1,2

参画啓発講座
八王子女性史サークル公開講座
本当の「女性活躍の時代」にするために―女性のエンパワーメントで「平等」を引き寄せよう―

伊藤　セツ H29.12.16 1,2

自立・介護・健康支援講座 初心者向け　自分で作る介護食～簡単おいしい調理のコツ～ 松岡　誠子 H30.1.13 1,2

就労支援講座 女性のためのリーダー養成講座～磨こう！私の仕事術～ 増田　雅好 Ｈ30.1.17～3.7（4日間） 1,2

意識啓発講座 ＬＧＢＴ（性的少数者）を知っていますか？～多様な性について考えよう！～ 星野　慎二 H30.1.30 1,2

意識啓発講座（ＤＶ） デートDV出前講座（看護専門学校） 市職員 H30.2.1 2

自立・介護・健康支援講座 家事能力をワンアップ！男性のためのお片づけ術 川崎　朱実 H30.2.3 1,2

就労支援講座 女性のための再就職支援セミナー（個別相談会有り） 葛本　幸枝 H30.2.8 1,2

意識啓発講座 ディズニー映画のヒロイン像を読み解く～メディアリテラシーの視点から学ぶ～ 国広陽子 H30.2.18 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 市職員、仲里千恵子 Ｈ30.3.1～3.15（3日間） 1,2

意識啓発講座 国際女性デー記念映画会　「わたしはマララ」 ― H30.3.11 3

意識啓発講座（ＤＶ） デートDV出前講座（都立高等学校） 市職員 H30.3.15 2

就労支援講座 働く女性応援講座　職場で役立つ怒りのコントロール術～アンガーマネジメント～ 島田　真由美 H30.3.17 1,2

自立・介護・健康支援講座 親子で学ぶ　男の子の身体とココロの変化のお話 袋　珠美 H30.3.30 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 71
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職員研修 これからの働き方を考えよう～秘訣はワーク・ライフ・バランス～ 塚越　学 H29.7.18 4

職員研修 二次被害を起こさないための対応技術～ＤＶや児童虐待の事例から学ぶ～ 佐藤　喜宣 H29.10.12 4

第27回　女と男のいきいきフォーラム八王子 講演会「女（ひと）と男（ひと）のよりよい関係」 山本　コウタロー H30.2.24 3

第27回　女と男のいきいきフォーラム八王子 分科会「パパと一緒に牛乳パックでおもちゃを作ろう」 フォーラム実行委員 H30.2.24 3

第27回　女と男のいきいきフォーラム八王子 分科会「仕事も子育ても私らしく～私の未来設計図～」 堀江　敦子 H30.2.24 3

第27回　女と男のいきいきフォーラム八王子 団体企画「あなたにとって家族とは？家族の形をリフレーミングしてみませんか」 マザーリーフ H30.2.24 3

第27回　女と男のいきいきフォーラム八王子 団体企画「さらに輝く！再就職・休職復帰計画～時間とお金の有効活用テクニック～」
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

H30.2.24 3

第27回　女と男のいきいきフォーラム八王子 団体企画「動く脳トレでリフレッシュ　～ライフキネティックを体験してみよう～」 ライフキネティック八王子 H30.2.24 3

第27回　女と男のいきいきフォーラム八王子 団体企画「ノルウェーに学ぶ　-女の子も男の子もしあわせになれる教育とは？-」 三井　マリ子 H30.2.24 3

立 川 市 行政主体講座
働きたい！働く？働ける？
再就職のための準備セミナー

リー　寿美子（キャリアコンサルタント） H29.5.8 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
中島幸子（ＮＰＯ法人レジリエンス代表）
白石美奈子（弁護士）
警視庁ストーカー対策室職員

H29.5.19 4

行政主体講座 女性のための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） H29.5.22～5.26 3

行政主体講座 女性活躍推進のポイントと実践事例 二瓶美紀子㈱ワーク・ライフバランス Ｈ29.6.8、Ｈ29.6.19 3

行政主体講座 お母さんの再就職、その第一歩
酒井直子（ﾏｻﾞｰｽﾞﾊﾛｰﾜｰｸ立川　就職支援ナ
ビゲーター）

H29.6.9 3

行政主体講座 子どもをトラブルや被害から守るために～SNSのトラブル、女性特有の被害防止～ 成瀬真之、森山奈央美（東京都委託講師） H29.6.9 3

行政主体講座
お金とくらしの講演会
「カ・キ・ク・ケ・コ生活のすすめ～家計の安心・安全はこうして築く」

高橋伸子（生活経済ジャーナリスト） H29.6.11 3

行政主体講座 子育て中の女性のためのパソコン講座① パソコンインストラクター Ｈ29.6.26～6.30 3

行政主体講座 ミニブルーム交流カフェ 河本未希（エステサロン経営） H29.6.28 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 H29.7.7 3

行政主体講座
与謝野晶子没後75年
ワークショップ「山の動く日来たれ」

阿笠清子（劇作家） H29.7.22 3

行政主体講座 再就職を目指す女性のための職業訓練① パソコンインストラクター Ｈ29.7.24～7.26 3

行政主体講座
働きたいママのための
ビジネスマナーセミナー

坪田まり子（キャリアカウンセラー） H29.7.25 3

行政主体講座 子育て中の女性のためのパソコン講座② パソコンインストラクター Ｈ29.9.11～9.15 3

行政主体講座
女性のためのエンパワーメント講座
ワークショップに挑戦！

福沢恵子（ジャーナリスト）
結城美惠子（プランニングアドバイザー）

Ｈ29.9.23、9.29、10.13、10.27、11.10、
11.24、12.3、12.8

3

行政主体講座 女性のための講演会～あなたの能力アップに必要なこと～ 福沢恵子（ジャーナリスト） H29.9.23 3

行政主体講座 再就職を目指す女性のための職業訓練② パソコンインストラクター Ｈ29.10.2.～10.6 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 H29.10.20 3

行政主体講座
知っておきたい
女性のための防災知識

①東條清幸、上條宇史
②高橋聖子
③立川消防署、コープ立川みらい
④浅野幸子

Ｈ29.10.21、11.19、11.28、12.17 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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（立川市つづき） 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

Ｈ29.11.16、Ｈ30.2.20 2

行政主体講座 再就職を目指す女性のための職業訓練③ パソコンインストラクター Ｈ29.11.27～12.1 3

行政主体講座 イクメン講座☆パパチャレ！パパと３色に光る絵をつくろう
後藤　和則（立川市生涯学習市民リーダー・
東洋大学非常勤職員）

H29.12.2 3

行政主体講座
子育てしながら私も働ける!?
～私も子どもも大切にしながら働くための準備について考えましょう～

蒲生智会(ｶﾞﾓｳﾁｴ)
トラスト認定プロフェッショナルコーチ

H29.12.7 3

行政主体講座 ＬＧＢＴの理解を深める講座
ＮＰＯ法人共生社会をつくるセクシャルマイノ
リティ支援全国ネットワーク代表

H29.12.9 3

行政主体講座
お一人さま準備講座
～元気に楽しく老いるには？～

①大矢さよ子（社会保険労務士）
②太田知子（終活カウンセラー）

Ｈ29.12.10、12.17 3

行政主体講座 イクメン講座☆パパチャレ！世界にひとつだけのマイカップを作ろう 難波　敦子（生涯学習市民リーダー） H29.12.16 3

行政主体講座 たちかわ女性塾 くれゆか、向坂真弓、結城美恵子
Ｈ30.1.15、1.29、2.5、

2.19、3.12、3.19
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）

H30.1.22 4

行政主体講座 知っておきたい！防災スキル講習会 立川市災害ボランティアネット Ｈ30.1.28、2.25、3.18 3

行政主体講座 子育て中の女性のためのパソコン講座③ パソコンインストラクター Ｈ30.1.29～2.2 3

行政主体講座 WLBセミナー 一之瀬幸生（セントワークス㈱） H30.2.2 3

行政主体講座 立川市ＤＶ防止職員研修
東京ウィメンズプラザ職員
ＤＶ被害者支援関連課職員

H30.2.22 4

行政主体講座 再就職を目指す女性のための職業訓練④ パソコンインストラクター Ｈ30.2.26～3.2 3

行政主体講座 男の座談会 H29.12.11 3

行政主体講座 イクメン講座☆パパと赤ちゃんがもっと仲よくなる♪ベビーマッサージ＆ママの気持ち・パパの気持ち伝え合おう 河　房子(助産師） H30.1.27 3

行政主体講座 イクメン講座☆パパと一緒に！昭和記念公園を100倍楽しむ講座 国営昭和記念公園　自然観察員の皆さん H30.2.24 3

行政主体講座 狙われる10代～危険から身を守るには？
NPO法人人身取引被害者サポートセンター
ライトハウス

H30.2.28 3

行政主体講座 決めつけないで！男の子だってつらいよ 岡﨑勝（育児雑誌編集者） H30.3.2 3

行政主体講座
多様な働き方を考える
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） H30.3.8 3

行政主体講座
暴力予防教育＆人権教育
中学校出前講座

鳥生尚美(弁護士) H30.3.15 2

行政主体講座 イクメン講座☆パパと一緒に！ボードゲームで遊ぼう 稲葉　恭子（ＮＰＯ法人青梅こども未来） H30.3.18 3

行政主体講座 パパと作ろう！簡単ピザ 飯田み小枝（フードコーディネーター） H30.3.21 3

市民企画 親子リズム体操 糸永陽子（元保育士） H30.6.9 3

市民企画 健康寿命を延ばそうワークショップ～認知症予防「頭を手を心を」動かそう～ 玉置憂子（看護師・僧侶） H30.6.9 3

市民企画 コンサート　歌えば晴れるや～みんな笑顔で明日へ～ 出演：内田一行、内田もと海（声楽家）ほか H30.6.9 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 H30.6.9 3

市民企画
働き女子のストレス解消！
リラックス＆ストレッチ体操～てんこうランド

天光眞弓(劇団青い鳥主宰、演出家） H30.6.9 3

市民企画 ドキュメンタリー映画「蒼色のシンフォニー」 朴英二（映画監督） H30.6.9 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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（立川市つづき） 市民企画 イキイキと活躍できるカラダを作ろう～お話と楽しい体操
角田文子（体操講師）、
南雲健吾（理学療法士）

H30.6.10 3

市民企画 感情のコントロール～視点を変えると楽になる。ストレスケア 藤山友弘（心理療法家） H30.6.10 3

市民企画 似顔絵でコミュニケーション力ｕｐ！！ 那須ルーリー（似顔絵アーチスト） H30.6.10 3

市民企画 アロマで癒しの世界へ 信高宏美（アロマテラピスト） H30.6.10 3

市民企画 今、知るべき相続・家族間のお金の話 太矢香苗（ファイナンシャルプランナー） H30.6.11 3

市民企画 私たちにできるお金の花を咲かせましょう！ 鈴木律子（イラストレーター） H30.6.11 3

市民企画 就活前に知っておきたい！正社員と派遣社員の違い、メリット・デメリット 小倉越子（社会保険労務士） H30.6.11 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 H30.6.11 3

市民企画 がんになっても自分らしく、職場や地域で輝き続けるために！
佐藤一彦、前村聡（医師）、大沢かおり（ソー
シャルワーカー）ほか

H30.6.11 3

市民企画 一人になっても困らない老楽セミナー「これで安心！介護・お金・老後の住まい」 太田知子（介護予防インストラクター） H30.6.11 3

市民企画
アニメドキュメント
「あの日僕らは戦場で（少年兵の告白）」

H30.6.11 3

市民企画 女性のための癒しのヨガとトーク
永野千鶴子（ヨガ講師）、
鈴木純子（元福祉事務所婦人相談員）

H30.6.11 3

市民企画
高校生の主張大会
「夢を拓くキャリアサポート」

H30.6.18 3

市民企画 「３・１１から未来へ向かって」原発事故から6年3ヵ月～子どもの低線量被爆は？
小出裕章（工学者・元京都大学原子炉実験所
助教）

H30.7.2 3

市民企画 アドラー心理学「勇気づけ」の子育て講座 成瀬夕子（看護師） H30.7.3 3

市民企画 次の一歩を踏み出したいママのための講座
川和さと美（夢マップインストラクター）、おだじ
ま三詠（ＰＲライター）

Ｈ30.10.24、11.14 3

市民企画 もっと書きたい“私”のための文章講座 蜂須賀裕子（フリーライター） Ｈ30.10.26、11.30、12.15、Ｈ31.2.8 3

市民企画 乙女たちの護身術 森山奈央美（護身インストラクター） H30.12.9 3

フォｰラム
第９回たちかわ男女平等フォーラム基調講演会
「となりにある格差～知りたい！私たちの働き方・・・何か変？」

伊藤みどり（働く女性の全国センター副代表） H30.6.10 3

武 蔵 野 市 男女平等職員研修（人事課共管） 笑って考える男女平等社会～少子高齢社会を乗り越えよう 瀬地山　角 H30.1.26 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 H30.2.6,13,20,27 1・2

男女共同参画週間事業 条例制定記念トークと座談会「条例でかわるあなたの未来」 小島慶子。諸橋泰樹、沖藤典子、丸山麻帆 H29.6.18 3

男女共同参画週間事業 上映会とアフタートーク「さとにきたらええやん」 渋谷智子 H29.6.17 3

男女共同参画週間事業 「南太平洋の女性たち～女たちは働き者です～」 福島有子、クレラ・R・サブ H29.6.19 3

男女共同参画週間事業 講演会「SNSと炎上時代のジェンダー問題」 勝部元気 H29.6.23 3

男女共同参画週間事業 トークイベント「まちを元気にする女性たち～多摩編～」 市川順子、橋本直子。ルモアン直美、奥野依理子 H29.6.24 3

男女共同参画週間事業 「パパと遊ぼう！」～あそびを通して学ぶ、パパの子育て術～ 小崎恭弘 H29.6.25 3

男女共同参画週間事業 「貧困の連鎖」をふせぐために“学習支援”に何ができるのか 西牧たかね H29.6.29 3

男女平等推進センター事業 ヒューマンあい映画上映会「マダム・イン・ニューヨーク」 H29.5.19 1・2

男女平等推進センター事業 デートDV出前講座　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 H29.6.19 1・2
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10　講演会・講座等の状況(29年度実績）

（ 武 蔵 野 市 つ づ
き ）

男女平等推進センター事業 公開しない決断と選択～セルフ・オーサーシップという考え方～ 橋本暢子 H29.7.8 1・2

男女平等推進センター事業 「子どもの教育費、どうする？」～ひとり親のためのマネーとライフのプラン～ 中島智美 H29.7.22 1・2

男女平等推進センター事業 源氏物語を読む～四人の女君、それぞれの決断と選択～ 竹内寿恵子 H29.10.15 1・2

男女平等推進センター事業 I LADY. Inむさしの　国際ガールズデイ・ワークショップ H29.10.22 1・2

男女平等推進センター事業 Let'sハロウィン★カラダオーケストラ 南波冴 H29.10.31 1・2

男女平等推進センター事業 脱DVの法律知識～別居・離婚、子どものこと～ 露木　肇子 H29.11.19 1・2

男女平等推進センター事業 日本の憲法・家族法に見る　女性とその地位 清末愛砂 H29.11.25 1・2

男女平等推進センター事業 シングルマザー座談会 森岡千恵子 H29.12.2 1・2

男女平等推進センター事業 本当の自分を取り戻す～夫婦モラハラからの脱出～ 本田りえ H29.12.3 1・2

男女平等推進センター事業 映画上映とトークカフェ「シングルマン」 H29.12.9 1・2

男女平等推進センター事業 夜活★むさしのメディア塾Vol.1　Web広告とジェンダー表現 田中東子 H30.1.26 1・2

男女平等推進センター事業 シングルマザー座談会 森岡千恵子 H30.2.17 1・2

男女平等推進センター事業 小さい子どもを持つ　お母さんのための講座 荻野 佳代子、吉田洋子 H30.2.19,26,3.12 1・2

平成29年度武蔵野市ワーク・ライフ・バランス講演会 ハタラクカイギ２０１８　ジモトもワタシもよろこぶ「複業」って？ 芦沢壮一、苔口昭一 H30.2.18 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 スポーツから考える男女共同参画 山口　香 H30.2.24 3

男女平等参画講座 子どもと学校にとってのＬＧＢＴ(Ｑ) ～いま、必要なことは何でしょう～ 吉谷　武志 H30.2.27 3

男女平等参画講座 マインドフルネス ～ストレスを軽減する新しい技法～ 越川　房子 H30.2.28 3

ライフ・ワーク・バランス推進のための市民協働講座 育児は仕事と社会の役に立つ－働き方を考えるヒント－ 浜屋　祐子、吉田　大樹 H30.3.4 3

男女共同参画週間パネル展 配偶者等からの暴力（DV）防止に関するパネル展示と啓発ＤＶＤの上映、男女平等参画図書コーナーの設置等 H29.6.26～H29.6.30 3

三鷹版　働き方改革応援セミナー 実践できる！あなたの働き方改革 渥美　由喜 H30.3.17 3

三鷹版　働き方改革モデル企業取組事例発表会
第１部：モデル企業の取り組み事例に関するパネルディスカッション
第２部：経営者のための働き方改革応援セミナー「三鷹版　働き方改革のすすめ」

渥美　由喜 H30.3.26 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
金子　雅臣（（社）職場のハラスメント研究所
代表理事）

H29.10.24 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
金子　雅臣（（社）職場のハラスメント研究所
代表理事）

H29.10.24 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）
H29.6.20～6.29

（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）
中山良恵・飯島園美（特定非営利活動法人
男女共同参画おおた）

H29.7.13 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）
H29.11.7～11.16

（全4回）
1・2

男女平等参画講座 仕事も子育てもいたい！女子力UP講座 キャリアアドバイザー岩嶋寿子
H29.2.8～3.1

（全4回）
1・2

男女平等参画講座 プロ写真家が伝授！スマホからの写真の楽しみ方 プロカメラマンまえのかつみ H29.3.19 1

男女平等参画講座 「誰にとっても働きやすく、成果を上げやすい職場づくりのヒント」（中小企業） キャリアコンサルタント　二本柳　聡美 H30.1.26 1・2

男女平等参画講座 「男女平等の視点からの防災講座」
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）

H30.3.2 1・2
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（青梅市つづき） 男女平等参画講座 「ワークライフバランス講座」（市職員） (株)ウィーラーニング　坂本　徳子 H30.2.22 4

男女平等参画講座 知って「デートＤＶ」（市立青梅第三中学校）
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）

H30.3.9 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）

H30.3.9 2

男女平等参画講座 知って「デートＤＶ」（市立西中学校）
中山良恵・飯島園美（特定非営利活動法人
男女共同参画おおた）

H30.3.12 2

府 中 市 第30回男女共同参画推進フォーラム
基調講演
「お話と講談の会」

講談師　（神田　鯉栄） Ｈ29.11.11～12 3

登録団体連絡会総会
平成２８年度の活動報告について
平成２９年度活動計画、役員の改選　等

H29.4.22 1・2

いきいき女性セミナー
暮らしを楽しむ

・映画　私が決める私の未来
・私らしいライフ＆キャリア
・ｳｨﾒﾝｽﾞﾍﾙｽ理学療法での健康づくり
・講座の振返りとトーク
・今の私、未来の私

・長谷川能（扶子(（有）Ｃマインド代表取締役）
・小林和樹（理学療法士）
・町田典子（心理カウンセラー）

Ｈ29．6．8・15・22・29、7．6 1・2

男女共同参画週間記念講演会
主夫になって、はじめてわかった主婦のこと 中村　シュフ（主夫芸人） H29.6.25 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親子健康体操他

Ｈ29.6.23～29 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

H29.6.26 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 H29.6.25 3

府中市女性センター登録団体交流会
クラウンコミュニケーションでみんな楽しくつながろう 金本　真理子クラウンアンバサダー） H29.10.28 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 府中市助産師会 H29.10.29 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

橋本　小百合
（ＤＩＹアドバイザー）

Ｈ29.10.26、11.2・9・16 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 シルバー人材センター Ｈ30.2.19・26、3.5・12 1・2

デートDV関連講座 知って守って思春期の子どもの今 堀口　悦子（明治大学准教授） H30.3.16 3

女性に対する暴力をなくす運動関連講座
ＤＶの基礎知識と子どもへの影響 松本　和子（npo法人saya-saya代表） H29.11.7 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

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 H29．10.18・19・20・23・24 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 地域ボランティア・女性ｾﾝﾀｰ登録団体 H30.1.26,,2.23,3.23 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 ・ﾊﾝﾄﾞﾏｯｻｰｼﾞ
・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・府中市助産師会
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

H30.1.20 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
Ｈ29.5.20、6.10、10.28、12.9、Ｈ

301.13、3.17
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
藤田　潮

H29.12.21 4
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（府中市つづき） 府中市男女共同参画市民企画講座 心もカラダもスッキリ！シナプソロジー 榎本久美子 Ｈ29.5.9，10.10 3

府中市男女共同参画市民企画講座 ファミリーのための教育費準備大作戦 小林美智子 H29.5.13 3

府中市男女共同参画市民企画講座 絵本と語り　とっておきのお話会を 須山　優子 Ｈ29.6.15，7.13、8.24 3

府中市男女共同参画市民企画講座 個人型確定拠出年金idecoってなに 長曽我部　静江 H29.6.17 3

府中市男女共同参画市民企画講座 持続可能な食って？　老若男女みんあで考えよう、地産地消が開く未来 藤田　智 H29.7.2 3

府中市男女共同参画市民企画講座 パパと一緒に手作りピザ 逸見　歌代 H29.7.22 3

府中市男女共同参画市民企画講座 パパと一緒にリトミック 榎本久美子 H29.9.30 3

府中市男女共同参画市民企画講座 防災に女性の活躍を　東日本大震災から伝えたいこと 宗片　恵美子 H29.9.30 3

府中市男女共同参画市民企画講座 母と娘のよりよい関係性を考える 長岩　佳子 H30.2.24 3

府中市男女共同参画市民企画講座 地域で輝く２枚目の名刺 芦沢 壮一 H29.10.29 3

昭 島 市 男女共同参画講演会 個人も組織も成長するワーク・ライフ・バランス～働き方、変えてみませんか？～
佐々木常夫（株式会社佐々木常夫マネージメ
ント・リサーチ代表）

H29.11.4 3

男女共同参画セミナー ＳＮＳ・ネットトラブルから見るデートDV 栄田千春（NPO法人レジリエンス） H29.11.15 3

男女共同参画セミナー パパの料理教室 佐久間修一（秘密結社主夫の友） H30.3.4 3

男女共同参画セミナー メディアが作るメディア・リテラシー講座
谷岡理香（東海大学文学部広報メディア学科
教授)

H30.1.28　　H30.2.25 3

男女共同参画セミナー オトナの温活　ココロとカラダを温めて充実生活！ 岩波多季笑（鍼灸師・アロマセラピスト） H30.2.24　　H30.3.3 3

調 布 市 男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１７ 実行委員会企画①講演会「ありのままの私を生きる～男のフリをやめた東大教授からのメッセージ」 安冨歩氏（東京大学東洋文化研究所教授） H29.6.24，H29.6.25 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１７ 実行委員会企画②男女共同参画に関する３択クイズで商品をゲットしよう H29.6.24，H29.6.25 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１７ 協力団体企画　　自分を知る無料カウンセリング体験
COCOROテラスカウンセリングサークルのカ
ウンセラー

H29.6.24，H29.6.25 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１７ 協力団体企画  　それって愛されてますか？
COCOROテラスカウンセリングサークルのカ
ウンセラー

H29.6.24，H29.6.25 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１７ 協力団体企画　　足・靴・歩行の悩み対策入門 フットの会 H29.6.24，H29.6.25 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１７ 協力団体企画　　フラワーセラピー教室～苔玉をつくろう～ NPOフラワーセラピー研究会東京多摩南地区 H29.6.24，H29.6.25 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１７ 協力団体企画　　助産師の命の授業 ゲゲゲの助産師会 H29.6.24，H29.6.25 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１７ 協力団体企画　 親子整体ワークショップ 親子整体ソレイユ H29.6.24，H29.6.25 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１７ 協力団体企画  　よさこいオリジナルなるこ作り 調布美術研究所 H29.6.24，H29.6.25 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１７ 協力団体企画   天然素材で物作り 森の民 H29.6.24，H29.6.25 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１７ 協力団体企画  鼻で吹く不思議な楽器のワークショップ 森の民 H29.6.24，H29.6.25 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１７ 協力団体企画   楽しく作ろう工作教室 こどもアートクラブ H29.6.24，H29.6.25 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１７ 協力団体企画  調布市立第三中学校吹奏楽部アンサンブル 調布市立第三中学校吹奏楽部 H29.6.24，H29.6.25 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１７ 協力団体企画  地域活動団体のステージ
まきばバレエ・和太鼓・調布こども劇場・ピリア
ロハフラ

H29.6.24，H29.6.25 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１７ 協力団体企画  一般公募「男女の本音」パネル展 「男女の本音」市民研究会 H29.6.24，H29.6.25 3
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（調布市つづき） 男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１７ 協力団体企画   バザー 調布市立第三中学校吹奏楽部保護者会 H29.6.24，H29.6.25 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１７ 協力団体企画  もうひとつのオリンピックをご存じですか？
認定NPO法人スペシャルオリンピックス日本・
東京

H29.6.24，H29.6.25 3

男女共同参画推進フォーラムしぇいくはんず２０１７ 協力団体企画  ギャネックにあいたい！ ユウグライド H29.6.24，H29.6.25 3

ＬＧＢＴ当事者が語る　ポジティブな学校づくり
セクシュアルマイノリティに対する正しい知識を得て，当事者や周囲に対する適切な情報提供，支援の在り方につ
いて学ぶ

村上裕氏(カウンセリングルームＰ・Ｍ・Ｒ代
表，ゲイの心理カウンセラー)

H29.7.28 3

「キャリア研究」についての講演 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）

H29.12.13,H29.12.20 2

山崎ナオコーラトークイベント　母ではなくて、親になる 性別役割分担意識を見直すとともに，概念にとらわれず多様な価値観を認め合う。 山崎ナオコーラ氏（作家） H30.2.4 3

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。
市川望美氏，野澤恵美氏，大槻昌美氏
（非営利型株式会社Polaris）

H30.2.6 3

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。

川島高之氏（NPO法人コヂカラ・ニッポン代
表・NPO法人ファザーリング・ジャパン理事）

H30.2.9 4

布が語るグアテマラの女性たち
海外での様々な家族のあり方，働き方，生き方の話から，多様な価値観を認め，女性にとって本当の幸せとは何か
を考える。

小林グレイ愛子氏（タペストリーアーティスト） H30.2.28 3

ドラ・トーザン講演会　いつでもどこでも自分らしく～今を楽しむ自
分革命～

性別や年齢に捉われず「好きなこと」「楽しむこと」を知り，女性が自信をもって地域や仕事など様々な場面で挑戦
するきっかけを作る。

ドラ・トーザン氏（国際ジャーナリスト・エッセイ
スト）

H30.3.7 3

妻たちの座談会 夫からのＤＶをやめさせ，立ち直った経験談を伝えることで，ＤＶ被害防止を図る。 中島由子（リエゾンちょうふ） H29.9.3 3

デートＤＶ出前講座 生徒を対象にデートＤＶ防止を啓発
鳥生尚美氏（弁護士）
秋山俊氏（弁護士）

H30.3.13 2

町 田 市 女性の健康支援事業 子育てママのためのカラダメンテナンス 池田 美帆さん（フィットネスコーチ） H29.5.19 3

男女共同参画週間記念事業 男女共同参画週間記念講演会「漂流する少女たち」
橘 ジュンさん
ＫＥＮさん（ＮＰＯ法人BONDプロジェクト）

H29.6.25 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」第1部　就職を取り巻く環境と心構え、第2部　今一番知りたい短時間労働者の
社会保険適用と税

ハローワーク町田マザーズコーナー職員
音川 敏枝さん（東京都金融広報委員会金融
広報シニアアドバイザー）

H29.7.5 3

市民フォーラム協働事業 まちだくらしフェア2017男女平等推進センター協賛企画シネマでトーク「僕たちのムッシュ・ラザール」 H29.7.8 3

男女平等の意識啓発事業 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 陽子さん（元東京女子大学教授） H29.7.21 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 H29.7.28 3

父親の育児参加事業 夏休み父子ネイチャー工作講座「父子でつくろう！草玩具と木のメダル」 ひなた村職員 H29.8.20 3

女性の健康支援事業 女性の健康支援とライフプラン～乳がんについて考える～
上代 実志さん（看護師・保健師）
小原 優子さん（第一種衛生管理者）

H29.9.8 3

登録団体企画講座 子育てって誰のもの？～地域も一緒に大きくなあれ～ 宮台 真司さん（社会学者） H29.10.14 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」1日目　（1）働くことの心構え、 （2）保育園の状況について　2日目　応募書類の
作成について

ハローワーク町田マザーズコーナー職員
保育幼稚園課職員

H29.10.24、H29.10.25 3

DV防止啓発講座 これって、デートDV？（デートＤＶ防止啓発講座） 東京弁護士会　所属弁護士（2名） H29.11.16 3

登録団体企画講座 町田の歴史と女性 上田 誠二さん（横浜国立大学講師） H29.11.26 3

性と人権の講座 家族でする”いのち”の話～今どきのレンアイ事情～ 大田 静香さん（助産師） H29.12.7 3

子育て支援講座 地域の子ども達を見守りたい！「女性の貧困から子ども達の貧困を考える」
栗林 知絵子さん（NPO法人豊島子ども
WAKUWAKUネットワーク理事長）

H29.12.9 3

女性の再就職支援講座 面接突破のためのビジネスマナー講座
内田ひとみさん（㈱HUGRES代表取締役）
ハローワーク町田マザーズコーナー職員

H30.2.20 3

DV防止啓発講座 デートＤＶ防止啓発講座 東京弁護士会所属弁護士（7名） H30.3.7 3

男女平等の意識啓発事業 ママのための防災セミナー～子どもと一緒に防災食をつくってみよう！～ 宮丸 みゆきさん（NPO法人ママプラグ理事） H30.3.10 3
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（町田市つづき） 登録団体学習会 性暴力を考えるパートⅡ「性暴力防止の現状と対応」
平川 和子さん（性暴力救援センターSARC東
京）

H30.3.13 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.29.4.11～H30.3.13（12回） 3

小 金 井 市 こがねいパレット 「地球を歩いて感じた家族のカタチ」 関野吉晴（探検家・医師） H29.11.23 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

小金井市男女共同参画レクチャーコンサート「女性が紡ぐ音の世界」 小林緑（国立音楽大学名誉教授) H29.7.2 3

再就職支援講座
講演「働きたい!働く?働ける? 再就職のための準備セミナーin小金井」と就職支援アドバイザーによる個別相談（希
望者のみ）

リー寿美子(キャリアカウンセラー） H29.12.5 3

小 平 市 第２１回女と男のフォーラム 講演「子育てを楽しむ新戦略　～パパの笑顔が社会を変える～
安藤哲也（ＮＰＯ法人ファザ-リングジャパン代
表理事）

H30.2.25 3

男女共同参画週間講演会 講演「あなたにも貧困のリスクがある」 藤田孝典（ＮＰＯ法人ほっとプラス代表理事） H29.6.25 3

地域防災フォーラム・男女共同参画講演会 講演「～男性にも知ってもらいたい～女性の視点で考える防災」
国崎　信江（一般社団法人　危機管理教育研
究所代表）

H30.2.24 3

元気村ひろば ①ワークショップ（ぬりえ、おりがみ）②バザー、カフェ③映画上映「男女共同参画関係」④黒板ジャック（公開制作）
①②参画センター登録団体、③④男女参画
推進実行委員会

H29.12.24 3

女性の就労支援講座（ワールドカフェ） 「暮らしと仕事の関係を語ってみよう！」 参画センター登録団体
Ｈ29.9.30
Ｈ29.10.3

3

女性の就労支援講座 「私らしい働き方で幸せになる　～いつか働くために今できること～」
マザーズハローワーク立川
就職支援ナビゲーター

H29.10.24 3

デートＤＶ防止講座 「デートＤＶって何？」 吉祥　眞佐緒（エープラス）
Ｈ29.5.15
Ｈ29.12.14

2

デートＤＶ防止講座 「１０代のデートＤＶ　～自分も相手も大切にしよう～
市民協働・男女参画推進課
男女共同参画担当

H30.3.12 2

人権（ＬＧＢＴ）講座 私が私らしく生きるって？　～生の多様性について知ろう～
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

H29.12.10 3

市内事業者懇談会 「人材確保のために中小企業が知っておきたいこと」 酒井　美恵子（女性活躍推進アドバイザー） H30.1.26 1

日 野 市 男女平等推進センターフォーラム
日野市実践女子大学共同シンポジウム「ライフ・ワーク・バランスを考える～共同イクボス宣言から1年～
①トークセッション～今なぜ働き方改革・イクボス宣言～②パネルディスカッション～「はたらく」と「せいかつ」を考え
る。宣言に至るまでとその後の取り組み報告、そしてこれからの取り組み～

①宮原淳二（(株)東レ経営研究所　ダイバー
シティ＆ワークライフバランス推進部長）
林田香織ＮＰＯ法人ファザ-リング・ジャパン代
表理事）
②鹿嶋敬(元実践女子大学教授・一般財団法
人女性労働協会会長）
細江容子(実践女子大学生活文化学科教授・
第7期日野市男女平等推進員会会長）
井原徹(学校法人実践女子学園理事長）
日野市長

H29.6.17 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
H29.10.11～13

H30.2.6～8
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）

H29.6.25
H30.1.20

3

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

H29.9.5
H30.1.22

3

男女平等基本条例推進講座 デートDV～恋人間の暴力について 西山　さつき（NPO法人レジリエンス副代表） H29.11.29 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

H29.11/2、11/10、11/17、11/24 3

男女平等推進センター講座 「傷ついた心の回復をめざす講座～トラウマと向き合う自分だけの時間～」
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

H29.4/15,5/20,6/17,7/15,8/26,9/16,
10/21,12/16、

H30.1/21,2/17,3/17
3

男女平等推進センター講座 「パープルリボンを一緒に作りませんか」
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

H29.10.20 3

男女平等推進センター事業 映画「彼らが本気で編むときは、」上映会 H29.12.1 3・4

男女平等推進センター事業 性的マイノリティ交流スペース（プレ事業）「虹友カフェ」 虹色とんちー H30.3.4 3

東 村 山 市 男女共同参画推進フォーラム 映画『惑う After the Rain』上映会とトークセッション
栗山宗大（「ものがたり法人 Fire Works」起業
者、脚本家）

H29.6.25 1・２
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男女共同参画推進講座 「ワーキングマザーサロン＠ころころの森」 八田吏（NPO法人マドレボニータ） H.29.9.12 1・２

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 ― H29.11.11 3

交流室フェスタ 男女挙動参画推進講座「シニア世代の賢いマネーライフ」 石森久雄（金融広報アドバイザー） H29.11.11 3

女性のための就職支援事業　無料公開セミナー ＜第1回＞就活スタートアップセミナー ヒューマンタッチ株式会社講師 H29.9.5 1

女性のための就職支援事業　無料公開セミナー ＜第2回＞ライフプランセミナー ヒューマンタッチ株式会社講師 H29.9.7 1

女性のための就職支援事業　無料公開セミナー ＜第3回＞キャリアプランセミナー ヒューマンタッチ株式会社講師 H29.9.14 1

女性のための就職支援事業　無料公開セミナー ＜第4回＞知って役立つ労働法基礎知識 ヒューマンタッチ株式会社講師 H29.9.15 1

女性のための就職支援事業　無料公開セミナー ＜第5回＞ビジネスマナー・コミュニケーション入門 ヒューマンタッチ株式会社講師 H29.9.19 1

女性のための就職支援事業　無料公開セミナー ＜第6回＞パーソナルカラーセミナー ヒューマンタッチ株式会社講師 H29.9.20 1

女性のための就職支援事業　無料公開セミナー ＜第7回＞就活用メイクアップセミナー ヒューマンタッチ株式会社講師 H29.9.22 1

女性のための就職支援事業　無料公開セミナー ＜第8回＞履歴書・職務経歴書セミナー ヒューマンタッチ株式会社講師 H29.9.26 1

女性のための就職支援事業　無料公開セミナー ＜第9回＞面接対策セミナー ヒューマンタッチ株式会社講師 H29.9.27 1

女性のための就職支援事業　無料公開セミナー ＜第10回＞ビジネスパソコンセミナー ヒューマンタッチ株式会社講師 H29.9.29 1

女性のための就職支援事業　インターンシップコース事前研修 ＜第1回＞インターンシップ・オリエンテーション ヒューマンリソシア株式会社講師 H29.10.3 1

女性のための就職支援事業　インターンシップコース事前研修 ＜第2回＞自己分析・自己PR・書類作成 ヒューマンリソシア株式会社講師 H29.10.12 1

女性のための就職支援事業　インターンシップコース事前研修 ＜第3回＞キャリアデザイン ヒューマンリソシア株式会社講師 H29.10.16 1

女性のための就職支援事業　インターンシップコース事前研修 ＜第4回＞ブラッシュアップビジネスパソコン研修 ヒューマンリソシア株式会社講師 H29.10.17 1

女性のための就職支援事業　インターンシップコース事前研修 ＜第5回＞ワーク・ライフ・バランスの考え方 ヒューマンリソシア株式会社講師 H29.10.18 1

女性のための就職支援事業　インターンシップコース事前研修 ＜第6回＞個別カウンセリング ヒューマンリソシア株式会社講師 H29.10.20 1

女性のための就職支援事業　インターンシップコース事前研修 ＜第7回＞コミュニケーション手法 ヒューマンリソシア株式会社講師 H29.10.26 1

女性のための就職支援事業　インターンシップコース事前研修 ＜第8回＞面接対策研修 ヒューマンリソシア株式会社講師 H29.10.31 1

女性のための就職支援事業　インターンシップコース事前研修 ＜第9回＞職場見学 ヒューマンリソシア株式会社講師 H29.11.1 1

女性のための就職支援事業　インターンシップコース事前研修 ＜第10回＞振り返り研修 ヒューマンリソシア株式会社講師 H29.11.2 1

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.29.6.14、 H29.11.30、H29.12.19 2

国 分 寺 市 ワーク・ライフ・バランスの推進・子育て支援講座 忙しいパパは家事なんてできない！？両立パパを目指すダンカジ（男・段取り）術 三木　智有（ＮＰＯ法人tadaima代表理事） H29.10.14 3

ワーク・ライフ・バランスの推進・子育て支援講座 面倒な！？コミュニケーションを楽しくする！夫婦交渉術 三木　智有（ＮＰＯ法人tadaima代表理事） H29.10.29 3

メディアリテラシー講座 メディアに左右されない生き方～女らしさ・男らしさの作られかた
渡辺 真由子（元テレビ局報道記者・ディレク
ター）

H30.1.29 3

リプロダクティブ・ヘルス/ライツ講座 思春期のからだ　女の子編　男の子編
袋　珠美（バースコーディネーター・誕生学ア
ドバイザー）

H30.2.8、H30.2.15 3

女性の起業支援講座 わたしにもできる？！起業入門 浅川　絢子（ハーブネット代表） H30.2.27 3

国 立 市 LGBT庁内研修 ｢LGBT研修｣ 原　ミナ汰ほか H29.7.24 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 80
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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12回 堀本麻由子　ほか H29.5.17 ～9.20 1

男女共同参画推進習慣イベント 映画「わたしはマララ」上映会 ― H29.6.17 3

「国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例」
制定記念シンポジウム

条例によりまち全体をどう変えていくかをパネリストとともに検討する。
谷川由紀子、永田龍太郎、高橋尚子、三浦利
信

H30.1.27 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

H29.5.21～H30.3.18 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 H29.4.1 1

福 生 市 男女共同参画セミナー 「私たちが今、地域でできること～考えてみよう、避難所運営～」 後藤　武志（飯田市危機管理室防災係長） H30.2.3 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　浅川由美子 H29.10.24 4

＜公民館主催＞春休み親子講座 食品ロスを削減するための料理を親子（父子含む）で実践
講師：山本忠（環境カウンセラー）・砥綿久江
（男の台所指導者）

H30.3.25 1・2

<公民館主催>男女共同参画フォーラム CMに登場する女と男　その姿好き？
助言者：富永貴公（都留文科大学社会学科専
任講師）

H30.2.4 3

<公民館主催>男女共同参画フォーラム実行委員会 男女共同参画フォーラムの企画・実施
助言者：富永貴公（都留文科大学社会学科専
任講師）

H29.9.9～H30.3.28 1・2

＜公民館主催＞DV防止講座 束縛？ヤキモチ？それともこれって…デートDV？ 講師：中野宏美（NPOしあわせなみだ代表） H29.11.12 1・2

狛 江 市 男女共同参画理解のための職員研修会 LGBTとは？～まず、知ることから始めよう～
原ミナ汰（NPO法人共生社会をつくるセクシュ
アル・マイノリティ全国支援ネットワーク代表
理事）

H29.4.27 3・4

男女共同参画推進フォーラム 支える側も支えられる側も　笑って知ろう　協力しあう　介護のヒント 笑福亭学光（松竹芸能株式会社　落語家） H30.1.21 3

東 大 和 市 男女共同参画講座(公民館と共催） 「輝く女性のワークショップ＆家庭と家事講座」
能勢みゆき（キャリアカウンセラー）
多摩友の会（公民館利用グループ）

H29.5.20～6.17　全5回 1・2

男女共同参画講座 「お父さんと一緒に楽しくクッキング！」 荒川英毅（カフェレストランPACEシェフ） H29.8.5 1

男女共同参画講座 「夫婦のワーク・ライフ・バランス　コミュニケーション講座」
三木智有（NPO法人tadaima!代表理事、家事
シェア研究家）

H29.10.14 1・2

男女共同参画講座 「○○○・ハラスメントって、どんなこと？」 吉村由未（臨床心理士） H29.11.21 1・2

男女共同参画フェスタ 男女共同参画川柳表彰式、男女共同参画関連映画上映 ― H30.2.17 3

職員研修 　「男女共同参画社会の形成研修」 犀川美佐緒（男女共同参画苦情等処理委員） H30.2.2 4

清 瀬 市 女性のココロとからだの講座　全2回１回目
女性のための護身術
子どもに教えてあげられる護身術　　～子育て世代向け～

Ｗｅｎ－Doインストラクター
大沼もと子

H29.5.25午前の部 3

女性のココロとからだの講座　全2回2回目
女性のための護身術
いざという時役に立つ！　～一般向け～

Ｗｅｎ－Doインストラクター
大沼もと子

H29.5.25午後の部 3

男性の生き方を考える講座　全3回1回目
介護は突然やってくる◆第1回　～介護に必要なお金、仕事の両立、心の保ち方は？～
離れて暮らす親の介護と仕事の両立

介護・暮らしのジャーナリスト
太田差恵子

H29.7.8 3

男性の生き方を考える講座　全3回2回目
介護は突然やってくる◆第2回　～介護に必要なお金、仕事の両立、心の保ち方は？～
知って安心、介護の知恵とお金の話

介護・暮らしのジャーナリスト
太田差恵子

H29.9.9 3

男性の生き方を考える講座　全3回3回目 最後まで住み慣れた街で暮らしていくために　　　～支える現場から見た介護の現状とこれから
NPO法人暮らしネット・えん代表理事
小島美里

H30.2.24 3

女性と仕事を考えるシリーズ講座　全2回1回目 自分らしく生きる　　　　　～生きづらい、働きづらい世を生き抜くために～
作家・活動家
雨宮処凛

H29.6.24 3

女性と仕事を考えるシリーズ講座　全2回2回目 自分らしく働く　　　～働きたい、働き続けたいあなたへ～
早稲田大学他大学非常勤講師
皆川満寿美

H29.7.22 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

H29.10.28、H29.11.2、H29.11.16 3

（清瀬市つづき） 連続講座　全2回
性的少数者（ＬＧＢＴ）の人権
1回目　多様な性の基礎知識
2回目　世界・日本・台湾のＬＧＢＴ

虹色とんちー代表
荻野雄飛
虹色とんちー世話人
橋本恭子
他学生発表者4名

Ｈ30.1.13、Ｈ30.2.3 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 81
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人権に関する展示会
人権かるた展示
子どもが作った人権かるたの展示

Ｈ30.1.22－2.5 3

ワーク・ライフ・バランス講座 パートナーと一緒に考えるためのワーク・ライフ・バランス
キャリアコンサルタント
堂山智子

H30.3.2 3

2017（第22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～ ― H29.10.7 3

2017（第22回)アイレックまつり　【講演会】
「らしさ」を脱ぎ捨てて
～性別にとらわれない多様な生き方～

大正大学心理社会学部准教授
田中俊之

H29.10.8 3

2017（第22回)アイレックまつり　【音楽】 心とき放つ　ゴスペルコンサート 清瀬ゴスペル H29.10.7 3

2017（第22回)アイレックまつり　【ワークショップ】 スッキリ爽やかコミュニケーション～私の気持ちの伝え方～
アサーティブトレーナー
大沼もと子

H29.10.8 3

2017（第22回)アイレックまつり　【映画】 『飯館村の母ちゃんたち～土とともに～』上映　【監督トーク】　古居みずえ監督トーク
監督
古居みずえ

H29.10.7 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（防災と男女参画）

ドキュメンタリー映画『311：ここに生きる』上映会と我謝京子監督トーク
ドキュメンタリー映画監督
我謝京子

H29.7.29 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（防災と男女参画）

私の防災コトはじめプレイベント
いまだからできる！「防災自助・共助の基本のき」

減災と男女共同参画研修推進センター共同
代表
浅野幸子

H29.9.13 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（防災と男女参画）

私の防災コトはじめ連続講座
災害支援に多様な視点を～支える人になる～
第1回「つながりは安心をつくる～被災地の女性たちの経験から」

NPO法人イコールネット仙台代表理事
宗方恵美子

H29.10.31 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（防災と男女参画）

私の防災コトはじめ連続講座
災害支援に多様な視点を～支える人になる～
第2回「どうする？避難所トイレ問題に応える～衛生と安全の側面から」

国際防災コンサルタント
高橋聖子

H29.11.7 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（防災と男女参画）

私の防災コトはじめ連続講座
災害支援に多様な視点を～支える人になる～
第3回「避難所運営体験ゲームで対応力をつける～男女共同参画・多様性の視点とスキル」

特定非営利活動法人男女共同参画おおた、
副理事長
青木千恵
特定非営利活動法人男女共同参画おおた、
理事
日向野みどり

H29.11.14 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（防災と男女参画）

私の防災コトはじめパネルディスカッション
仙台発女性防災リーダーの知恵と経験を知る！
～地域防災力アップへの鍵に迫る～

パネリスト
NPO法人イコールネット仙台代表理事
宗方恵美子
女性防災ネット青葉代表
室月都子
岩切の女性たちによる防災宣言をつくる会仙
台市地域防災リーダー
菅野澄江
せんだい女性防災リーダーネットワーク代表
若生彩
コーディネーター
学校法人日本社会事業大学理事長
名取はにわ

H30.1.30 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（防災と男女参画）

フォトボイス展
写真と声ーまだ６年のいまと防災・復興の課題

ＮＰＯ法人フォトボイス・プロジェクト H30.11.18－26 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（防災と男女参画）

フォトボイス展
トークイベント
～撮影者を囲んで～

ＮＰＯ法人フォトボイス・プロジェクト H30.11.23 3

沿線４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（防災と男女参画）

フォトボイス展同日開催
女性起業応援フェスタ2017

H30.11.23 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（防災と男女参画）

「an・an特別編集『女性のための防災ブック』パネル展」 H30.1.13－26 3

東 久 留 米 市 センター主催講座 「市民企画講座」募集説明会とワールド・カフェ 萩原 なつ子 氏 H29.7.9 3

センター主催講座 自分の力で自分をまもる　女性のための護身術Ｗｅｎ－Ｄｏ 橋本 明子 氏 H29.11.26 3

センター主催講座 プロ編集者から学ぶ　編集&ライティング～想いを形に、想いを文字に～ 森　恵子　氏
H30.1.23、H30.2.6、H30.220、
H30.3.6、H30.3.27

3

シネマdeおしゃべり シネマdeおしゃべり「人生ここにあり！i 」上映 ― H29.9.27 3

シネマ（アンコール） アンコールシネマ「マイライフ・アズ・ア・ドッグ」上映 ― H29.5.13 3

（東久留米市つづ
き ）

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.〉「手しごと」作家を目指す！！ 東　希視子　氏 H30.3.1 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 82
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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.〉補助金を使って起業する～経験者から聞くメリットと注意点 東　希視子　氏、中野　英次　氏 H30.3.4 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.〉交流会〈咲く咲くカフェvol.3〉 竹内　千寿恵　氏 H30.3.10 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 東久留米市商工会、日本政策金融公庫職員 H30.3.13,3.15 3

センター主催市民企画講座 始めましょう～人生が楽しくなるお片づけ～ 川崎　朱美　氏 H30.1.18 3

センター主催市民企画講座 再就職はじめの一歩～私らしい働き方レシピ～ 山本　まゆみ　氏 H30.2.16 3

センター主催市民企画講座 新生活をスタートする男性の心身の元気を保つ食生活のヒント 宮武　満紀子　氏 H30.2.25 3

センター主催市民企画講座 職場や家庭でイライラしないために～怒りを上手に伝えよう！～ 南　美詠子　氏 H30.2.25 3

センター主催市民企画講座 アートで自分らしさを生かす仕事づくり 中島　倫子　氏、岡崎　妙子　氏 H30.3.16 3

センター講座（出前） 「一人ひとりの未来像と男女共同参画～自分の生き方、働き方、未来を考える」 市職員 H30.2.27 3

センター講座（出前） 「引きこもり女子会の取組から、引きこもり支援の新たな在り方を考える」 林　恭子氏 H30.3.27 3

DV防止週間パネル展示 パネル展示 ― H29.11.14～H29.11.22 3

元気のヒントが見つかるLightなフィフティ 「ダンスムーブメント」他 高見　知英美　氏 H30.3.17 3

武 蔵 村 山 市 男女共同参画センター自主事業 ～カラダにいいことしてますか？背骨コンディショニングで心身美活☆ 坂本　翔・美由紀 H29.4.20 3

男女共同参画センター自主事業 公園でライブペインティング 堀内　梨絵 H29.5.7 3

男女共同参画センター自主事業 大南公園で青空ヨガ 神保　朋子 H29.5.18 3

男女共同参画センター自主事業 パパ子でチャレンジ　メンズinキッチン 平野　靖子 H29.6.18 3

男女共同参画センター自主事業 私の魅力を引き出すメイク術 守屋　悠 H29.6.29 3

男女共同参画センター自主講座 ガチ起業フェスタ　～セミナー編～ 江尻チハル H29.7.12 3

男女共同参画センター自主事業 男子が作る夏休みごはん 平野　靖子 H29.7.23 3

男女共同参画センター自主講座 キッズアンガーマネジメント講座 伊浪　里奈 H29.7.27 3

男女共同参画センター自主事業 シングルマザーのためのおしゃべりカフェ 篠原　輝美 H29.10.14 3

男女共同参画センター自主事業 必見！目からウロコのアウトドア流防災術 あんどうりす H29.11.9 3

男女共同参画センター自主事業 誰もがその人らしく活躍できるコミュニティづくり 山崎　亮 H29.11.18 3

職員研修 ＬＧＢＴ理解を通して考える、より良い社会と人々の生き方 鈴木　茂義 H29.12.18 4

男女共同参画センター自主講座 魅せる！ディスプレイ講座 江尻　チハル H30.1.18 3

男女共同参画センター・市共催事業 知って得する・消費者講座「輝き続けるための女性の健康塾」 大塚製薬 H30.1.21 3

男女共同参画センター自主講座 ちょっとのコツで写真が活きるスマホカメラ講座 坂本　桂子 H30.1.23 3

男女共同参画センター自主事業 いつまでも働き続ける私のためのシンプル・オシャレな食の提案 栗栖　佳代 H30.1.27 3

男女共同参画センター自主講座 再就職チャレンジ応援セミナー（メイクアップ） 小松　勤子 H30.2.2 3

（武蔵村山市つづ
き ）

男女共同参画センター自主講座 再就職チャレンジ応援セミナー（再就職準備編） マザーズハローワーク立川 H30.2.15 3
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男女共同参画センター自主講座 再就職チャレンジ応援セミナー（出張相談会・面接会） ハローワーク立川・企業採用担当者 H30.2.20 3

男女共同参画センター自主講座 村山大島紬とトンボ玉で和ネックレスづくり 豊泉　靖子 H30.3.12 3

多 摩 市 ＴＡＭＡ女性センター市民運営委員会企画事業 多様な性と生～セクシュアルマイノリティと親子のかかわり～ 真木柾鷹 H29.5.19 3

TAMA女性センター・防災安全課共催事業 自主防災組織研修会(女性優先会) 瀬山紀子 H29.5.27 1

TAMA女性センター主催事業 パパ写真撮って！ 桃井和馬 H29.6.18 3

ＴＡＭＡ女と男がともに生きるフェスティバル2017 ①素敵人生は、支え合いから 河野貴代美 H29.6.24 3

ＴＡＭＡ女と男がともに生きるフェスティバル2017 ②キャリアブーケ 飯泉千雪 H29.6.24 3

ＴＡＭＡ女と男がともに生きるフェスティバル2017 ③ママ友・パパ友と楽しむまちづくり 秋好宏子他3名 H29.6.24 3

ＴＡＭＡ女と男がともに生きるフェスティバル2017 ④LGBTと私たちの「これから」について 加藤悠二 H29.6.24 3

ＴＡＭＡ女と男がともに生きるフェスティバル2017 ⑤レクチャー付き抹茶体験 深尾宗香 H29.6.24 3

ＴＡＭＡ女と男がともに生きるフェスティバル2017 ⑥癒しのひろば（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 H29.6.24 3

ＴＡＭＡ女と男がともに生きるフェスティバル2017 ⑧ふれあい料理教室 千幸華 H29.6.24 3

TAMA女性センター市民運営委員企画事業 映画「毎日かあさん」上映会 - H29.8.19 3

TAMA女性センター市民運営委員企画事業 母子非難の現実　子どもたちと家族の今 吉田　千亜 H29.9.2 3

子育て支援課・TAMA女性センター共催事業 ひとり親家庭のもしものときの生活術 相原　啓介 H29.9.23 3

東京しごとセンター多摩・TAMA女性センター共催事業 子育て女性向けセミナー 蒲生智会 H29.10.17 3

子育て支援事業 保育室みんなの広場in人形劇祭り - H29.10.22 3

ＴＡＭＡ女性センター主催事業 子育て中のキャリアアップ！女性のためのエクセル基礎講座 株式会社キャリア・マム H29.11.8,22,29 1,2

東京しごとセンター多摩・TAMA女性センター共催事業 女性のための再就職支援セミナー＆個別相談会「再就職のための準備セミナー」 山本　浩子 H29.11.9 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 多様な働き方セミナー「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 H29.11.17 3

ＴＡＭＡ女性センター市民運営委員会企画事業 北欧のＤＶ対策と日本の今後 三井マリ子 H29.11.18 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 多様な働き方セミナー「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 H29.11.21 3

経済観光課・TAMA女性センター共催事業 テレワークってどんなもの？～第3の働き方がかえるあなたのライフスタイル～ 堤香苗 H29.12.1 3

ＴＡＭＡ女性センター・登録団体「慈有塾」共催企画 多摩地域を拠点に活動する無料塾の取組みについて 小宮位之、高木実有 H29.12.2 3

ＴＡＭＡ女性センター・登録団体「キャリアブーケ」共催企画 とれていますか？「私の時間」～自分のライフキャリアと向き合うワークショップ～(キャリアブーケ) 飯泉千雪 H29.12.10 3

ＴＡＭＡ女性センター・登録団体「キャリアブーケ」共催企画 とれていますか？「私の時間」～自分のライフキャリアと向き合うワークショップ～(金の糸すごろく) 葛本幸枝 H29.12.10 3

TAMA女性センター・中央大学広岡守穂ゼミ・神奈川大学井上匡
子ゼミ共催企画

ジェンダーの視点で斬ってみる！ドラマや歌詞のきめぜりふ 広岡守穂ゼミ学生、井上匡子ゼミ学生 H29.12.14 3

ＴＡＭＡ女性センター・登録団体「たまじょ」共催企画 家事効率をアップする整理収納講座～仕事と家庭の両立～ 戸田里江 H30.1.13 3

TAMA女性センター主催事業 ココロのメンテナンス講座① 栄田千春 H30.1.16 3

（多摩市つづき） TAMA女性センター主催事業 ココロのメンテナンス講座② 西山さつき H30.1.20 3
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TAMA女性センター主催事業 ココロのメンテナンス講座③ 西山さつき H30.1.23 3

ＴＡＭＡ女性センター・登録団体「サクラリボン」共催企画 女性がん患者のためのヨガ教室 中里貴子 H30.1.21 3

第13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

俳句で遊ぼう 常松裕志 H30.1.28 3

ＴＡＭＡ女性センター主催事業 弁護士の先生に聞いてみよう！LGBTも働きやすい職場とは 吉田衣里、安田雅彦 H30.2.21 3

ＴＡＭＡ女性センター市民運営委員会企画事業 長時間労働で失うものは？～生活時間を取り戻せ～ 浅倉むつ子 H30.2.24 3

消費生活センター・TAMA女性センター共催事業 子育て世代のためのマネープラン 多摩信用金庫職員 H30.2.27 3

永山公民館・TAMA女性センター共催事業 “語る”を巡る心理臨床学的体験から 元永　拓郎 H30.3.14 3

平和・人権課・TAMA女性センター共催事業 多摩市人権啓発講座「「ほめ日記」のススメ～ほめて気づく私らしさ～」 手塚千砂子 H30.3.16 3

稲 城 市 男女平等推進セミナーⅠ 再就職支援セミナー　踏み出そう、まず一歩 菊地　加奈子 H29.9.7 3・4

男女平等推進セミナーⅡ 仕事と介護の両立　介護離職をしないために 上野　香織 H29.12.2 3・4

女と男のフォーラムいなぎ2018 気にする？気になる？気にならない？～15秒の世界が伝えるジェンダー像～ 千田　有紀 H30.2.3 3

羽 村 市 男女共同参画研修会 みんなが笑顔になるために～互いを尊重しあえる関係づくり～ 中島幸子 H29. 7.20 3

女性のキャリアデザイン支援講座 より自分らしく生きるための未来設計図を描こう みつはしあきこ H29.11.30 3

第33回女と男、ともに織りなすフォーラムinはむら ワーク・ライフ・バランスを目指した働き方～働く人が意識を変える～
竹信三恵子、広岡守穂、松尾紀子、井上恵
子、小山則夫

H29.12. 2 3

男女共同参画講演会 今を受け入れ、今を超える。～出会い、そして挑戦～ 土田　和歌子 H30.1.13 3

女性のチャレンジ支援講座 やりたいことを形にするための一歩を踏み出そう みつはしあきこ H30.1.18 3

ミニブルーム交流カフェ マイナー競技からメジャーへの挑戦～生涯スポーツの卓球を通した子供の人間的育成と強化と健康づくり～ 野中直広 H30.1.31 3

職員向け男女共同参画研修 業務の効率化や仕事のモチベーションの向上、ワーク・ライフ・バランスの推進 小山則夫（ファシリテーター） H30.3.22 4

あ き る 野 市 女と男のライフフォーラムinあきる野 大きな変化は小さな変化から〜その一歩が、いつもと違う明日になる 上大岡トメ H30.2.25 3

西 東 京 市 第10回パリテまつり
（１）講演会
「私らしさ」を輝かせる生き方

香山リカ H30.2.4 3

第10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｢自分らしく　あなたらしく～これからの結婚・家族～｣、講座Ⅱ｢アンデスの民族音楽と舞踊を通して文化を知
る｣、講座Ⅲ「あなたに合った福祉サービスを選ぶには」講座Ⅳ「無料健康講座　骨格からみた健康生活のお話」講
座Ⅴ「子どもに食べさせたくない食品添加物、飲ませたくない清涼飲料水」、体験会Ⅰ「タブレット体験会「ネットで地
図を楽しもう」」、体験会Ⅱ「パパの初めてのバルーンアート講座」、体験会Ⅲ「自分でできる予防医学・自力整体」、
体験会Ⅳ「パソコン体験会　マウスでゲームを作ろう」、シンポジウム「女性市議の本音でトーク～自分らしく市民と
ともに～」

講座Ⅰ山崎　新 、講座Ⅱタニア　カディー
ジョ、講座Ⅲ 木下　伸子、講座Ⅳ玉井　かな
こ、講座Ⅴ天笠　啓祐、体験会Ⅰ米山　裕子
、体験会Ⅱこたぱぱ、体験会Ⅲ 森崎文子、体
験会Ⅳ荻田　清 、シンポジウム　石﨑　節
子、西東京市女性市議会議員

Ｈ30.2.3、Ｈ30.2.4 3

男女共同参画週間講演会 女性が頑張らずに自立するために必要な３つのこと～自分らしく生きるための知恵を身に付けよう～ 石川　徹、宮子　智子 H29.6.25 3

女性に対する暴力をなくす運動週間講演会 はじめようオレンジリボン運動～児童への虐待、今私にできること～
高祖　常子、後藤　和子

H29.11.22 3

自立支援講座６回連続
①パーソナルカラー＜基礎編＞②知って得する法的知識～別居・離婚・その後の暮らし～③パーソナルカラー＜応
用編＞④これってモラハラ？発達障害？無自覚にあなたとまわりを悩ませる人達⑤タッピングタッチ～わたしほぐし
～⑥良いストレス？悪いストレス？～ストレスとの上手なつき合い方～

➀③笹野　かよ②折井　純④本田　りえ⑤更
科幸一　⑥長谷川　能扶子

①H29.9.25②H29.10.２③H29.10.10
④H29.10.23⑤H29.10.30⑥H29.11.６

3

啓発講座3回連続
地域にとびだせ！パパ講座①男と女、違う？違わない？主夫の子育て・家事講座②絵本とバルーンでパパと遊ぼ
う夏休み！③パパと作っておいしい　パパ子料理講座

①堀込泰三・秘密結社主夫の友メンバー②阿
部篤史・いたパパ、ねりパパのみなさん③滝
村　雅晴

H29.7.16、H29.8.5、H29.9.3 3

（ 西 東 京 市 つ づ
き ）

啓発講座２回連続 ほっと一息、てしごとカフェ 齋藤　美樹 ①H29.8.5②H29.10.18 3

啓発講座6回連続 完璧な親なんていない　ノーバディーズ・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
①H29.9.7②H29.9.14③H29.9.21④
H29.9.28⑤H29.10.5⑥H29.10.12

3
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啓発講座 　つながろう！学ぼう！子ども食堂と学習支援 田中　入馬 H29.11.8 3

啓発講座 あなたの人生を豊かにするための心理学入門～仕事や家庭に役立つヒント～ 森　津太子 H29.12.9 3

啓発講座 マスコミ報道に惑わされないニュースの見かた 川口一晃 H30.2.17 3

啓発講座
丸投げしない老後の暮らし方～どんな状態になっても最期まで自分らしい暮らしをデザインする～

島村　八重子 H30.2.25 3

啓発講座
知っていますか？ＬＧＢＴのこと～家庭・学校・地域で考えたい「あなたの身近な人がＬＧＢＴだったら」～

レインボーコミュニティ西東京 H30.3.6 3

瑞 穂 町 男女共同参画推進事業講演 「怒りを上手にコントロール　～アンガーマネジメント講座～」 松崎　晃一 H30.1.21 3

庁内職員研修 特別職・管理職研修「ワーク・ライフ・バランス研修」 平野　健一郎 H30.1.11 4

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 H29.7.19 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 H29.8.10 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 H29.9.7 1

ファミリー・サポート・センター提供会員養成講習会 救命講習 福生消防署 H29.10.2 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

音楽に合わせて親子でレッツダンス 親子で一緒に音楽に合わせてダンスをし親子のスキンシップを深める、ママのためのリフレッシュタイム他 磯谷　加奈美 H30.2.13 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 H29.8.22,23,9.2, H30.3.17,30 3

日 の 出 町 日の出町男女共同参画事業　講演会 きっと毎日が楽しくなる！心地いい家族のカタチ 山田　亮 H30.2.17 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 村 － － － － －

八 丈 町 － － － － －

青 ケ 島 村 － － － － －

小 笠 原 村 － － － － －

東 京 都 平成29年度配偶者暴力（ＤＶ）防止講演会（第1回） 配偶者暴力（DV）と子供　～知って、気づいて、行動するために～ 加茂登志子、東京都児童相談センター職員 H29.10.14 1・2

平成29年度配偶者暴力（ＤＶ）防止講演会（第2回） それも配偶者暴力（DV）です　～見えない暴力（モラル・ハラスメント）に気づくために～ 西山さつき、東京都女性相談センター職員 H30.2.17 1・2

平成29年度働く女性のメンタルヘルス講演会 “もやもや”を折れない心にかえる　働く私のセルフマネジメント 松井知子 H30.2.23 1・2

働く女性全力応援プログラム
就業継続アシストセミナー

＜第1回＞いま、働く女子がやっておくべきお金のこと&わたしのこと 中村芳子 H29.8.27 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 86
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10　講演会・講座等の状況(29年度実績）

働く女性全力応援プログラム
就業継続アシストセミナー

＜第2回＞ママだからこそ！戦略的に仕事も家庭も楽しむ！ 浜田敬子 H29.9.23 1・2

働く女性全力応援プログラム
就業継続アシストセミナー

＜第3回＞働くママも子供もハッピーになる、両立ライフを考える 堀江敦子 H29.10.21 1・2

働く女性全力応援プログラム
就業継続アシストセミナー

＜第4回＞不安を解消！管理職を目指すあなたに伝えたいこと 森本千賀子 H29,12,2 1・2

働く女性全力応援プログラム
起業スタートセミナー

めざせ、起業！
社会課題の解決と事業成長の両立　アイデアをビジネスプランに

甲田恵子 H30.2.4 1・2

ベストパートナー全力応援プログラム
パートナーシップセミナー

＜第1回＞「パパのトリセツ」×「ママのトリセツ」
育児中の夫婦の行き違いを乗り越えるためのパートナーシップ講座

おおたとしまさ、山本ユキコ H29.9.9 1・2

ベストパートナー全力応援プログラム
パートナーシップセミナー

＜第2回＞ふたりのハッピー♪を築くために
相手も自分も大切にする自己実現（アサーション）

森川早苗、野末武義 H29.10.15 1・2

ベストパートナー全力応援プログラム
パートナーシップセミナー

＜第3回＞泣いて笑って～ともに支えあう関係づくりのためにできる〇つのこと 中村シュフ H29.11.12 1・2

パパママサミット2017
（やさしさ＋想像力）×行動＝納得のパートナーシップ
～我が家流　ライフ・ワーク・バランスをさぐる～

小島慶子、治部れんげ、瀬治山角、堀込泰三 H29.11.25 1・2

平成29年度　東京ウィメンズプラザフォーラム つどう・であう・つながる 渡部亜矢ほか Ｈ29.10.27～10.29 3

女性が輝くＴＯＫＹＯ懇話会 “わたし色”に未来を描こう～働く前から考えるキャリアデザイン～ 治部れんげ、星野朝子、山下浩子 H29.12.21 1・2・4

地域で活躍する女性を紹介するイベント 女性が輝く地域づくりフォーラム「地域で作る！新しい放課後のカタチ～一人ひとりができること～」 平岩国泰、池本美香 ほか H29.10.26 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 87


