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令和２年１０月３０日 

－ゆうまつどフェスタ２０２０－ オンライン基調講演 
今年のテーマは、発想、価値観、生活様式を Switch(転換)する 

 男女共同参画課では、毎年１１月に松戸市男女共同参画推進団体と共催してゆう 

まつどフェスタを実施しています。推進団体が企画する市民向け講座は、男女共同 

参画を学ぶ重要な場となっています。しかしながら今年度は、大人数を集めてイベン

ト・講座を実施することは難しいと判断し、基調講演会のみをオンラインで開催いた

します。オンライン視聴環境のない方向けには、同映像を女性センターゆうまつどに

て投影し、定員制で、ご覧いただけるよう整備する予定です。

 今年度のゆうまつどフェスタのテーマは「Switch」。男女共同参画の視点を取り 

入れて、発想、価値観、生活様式を転換していこう！という意味が込められています。  

講演会講師には「婚活」ブームの火付け役となった 白河
しらかわ

桃子
と う こ

氏が登壇し、「あなたの

視点を Switch しませんか？～CM 炎上から見るジェンダーバイアス～」と題して、 

男女共同参画の重要性を身近に感じていただける内容をご提供します。 

目まぐるしく変わっていく世の中に対して、戸惑いを感じていたり、疲れを感じて

いたりする方が多くいらっしゃると思います。しかしこういった時にこそ、より生き

やすく明るい暮らしへ繋げていくためには、今までの考え方を変えていく必要があり

ます。本講演会を視聴することで、そのヒントとして頂ければ幸いです。 

◆基調講演会  あなたの視点を Switchしませんか？
～CM炎上から見るジェンダーバイアス～ 

日 時 令和２年１１月７日（土）１３時３０分～１５時 

受講方法 事前申込制（申し込みいただいた方は全員、受講(視聴)できます） 

※ソーシャルメディア「YouTube」にて公開（通信費は各自負担）

※講演会終了後から１週間の間、講義を視聴することが可能です

申込方法  １１月６日(金)までに、女性センターゆうまつどホームページの申込 

フォーム（ちば電子申請サービス）または Eメール

（mcsankaku@city.matsudo.chiba.jp）で受け付け

※会場での視聴をご希望の方は、女性センターゆうまつどへ

(☎０４７－３６４－８７７８) 直接申し込み
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tel:047-364-8778


内 容  CM 事例を取り上げながら、なぜ炎上するのか、なぜ支持されるの 

か、男女共同参画の視点やダイバーシティの視点からわかりやすく 

解説。企業、自治体、国など様々な意思決定の場面で、女性が少ない 

ことの問題点について、考えていきます。 

またコロナ禍において働き方のパラダイムシフト(その時代や分野 

において当然のことと考えられていた認識や思想、社会全体の価値観 

などが革命的にもしくは劇的に変化すること)が起き、暮らし方も変化 

したことにより、家庭内での男性の家事育児参加のあり方や、人とつな 

がる方法にも変化が起きています。 

これからの持続可能な社会の実現に向けて、男女共同参画がどのよう 

に必要とされているのかを一緒に考えていきましょう。 

講 師  相模女子大学大学院特任教授・白河桃子氏 

慶応義塾大学文学部卒業後、住友商事などを

経て執筆活動に入る。 

 ２００８年に中央大学教授山田昌弘氏と 

『「婚活」時代』を刊行、婚活ブームの火付け

役に。働き方改革、ダイバーシティ、女性活躍、

ジェンダー、ワークライフ・バランス、自律的

キャリア形成、SDGs とダイバーシティ経営など

をテーマとする。

内閣官房「働き方改革実現会議」有識者議員、内閣府男女局「男女 

共同参画会議専門調査会」専門委員などを務める。 

著書に『ハラスメントの境界線 セクハラ・パワハラに戸惑う男たち』

（中公新書ラクレ）、『御社の働き方改革、ここが間違ってます!  

残業 削減で伸びるすごい会社』（PHP 新書）など２５冊以上がある。 

【問い合わせ先】 
総務部男女共同参画課  ☎０４７－３６４－８７８３ 

白河 桃子氏
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フェスタ����フェスタ����

「Switch」「Switch」
日　時 令和2年11月7日(土)13：30～15：00

開催方法 YouTubeによるライブ配信（限定公開）

今年のテーマは「Swicth」です。男女共同参画の新たな時代に向けて、基調講演会を
オンラインで開催します！社会が目まぐるしく変化していく中で、発想、価値観、
生活様式を転換(Swicth)させてみましょう！

【内容】「婚活」という言葉を提唱した白河氏が、ＣＭ事例を取り上げながら、なぜ炎上するのか、

なぜ支持されるのか、男女共同参画の視点やダイバーシティの視点からわかりやすく解説。企業、

自治体、国など様々な意思決定の場面で、女性が少ないことの問題点について、考えていきます。

　またコロナ禍において働き方のパラダイムシフト(その時代や分野において当然のことと考え

られていた認識や思想、社会全体の価値観などが革命的にもしくは劇的に変化すること)が起き、

暮らし方も変化したことにより、家庭内での男性の家事育児参加のあり方や、人とつながる方法

にも変化が起きています。これからの持続可能な社会の実現に向けて、男女共同参画がどのよう

に必要とされているのかを一緒に考えていきましょう。

～女性センターゆうまつどは新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行いながら開館しています～
利用方法が通常と異なる場合がありますので、最新の情報をホームページ等でご確認くださいますようお願い申し上

げます。利用者の皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

あなたの視点をSwitchしませんか？
～CM炎上から見るジェンダーバイアス～

〔開催方法〕 YouTubeによるライブ配信
〔講　　師〕 白河 桃子氏（相模女子大学大学院特任教授）
〔費　　用〕 無料
〔申 込 先〕 ちば電子申請サービス

Eメール(mcsankaku@city.matusdo.chiba.jp)

※オンライン視聴環境のない方向けに同映像をゆうまつどにて投影し、定員制で、ご覧
いただけるよう整備する予定です。会場にて視聴をご希望の方は、下記問合せ先まで
お問合せください。

〔問合せ〕松戸市男女共同参画課 TEL047-364-8778  9時～21時(月末休館日を除く)

講座・イベントのご案内講座・イベントのご案内

●〒271-0091 千葉県松戸市本町14－10

●TEL 047-364-8778  ●FAX 047-364-7888

●開館時間9：00～21：00（閉館日 月末日・年末年始）

●ホームページURL

https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/
kaikan_hole/yuu_matsudo/

●E-mail: mcsankaku@city.matsudo.chiba.jp

松戸市女性センター

令和2年10月発行（情報紙「ゆうまつど」は年2回発行しています）松戸市 総務部 男女共同参画課

ママジョブカフェ～オンライン開催～

ゆうまつどライブラリー

ゆうまつどこころの相談

思春期になってあわてない！
子どものこころとからだを理解しよう！

自分らしい起業を学ぶ
☆起業カレッジ【全3回】

●日　　時 

●実施方法

●内　　容

●講　　師

●対　　象

●定　　員

●申　　込

令和2年10月29日（木）10時～12時
Zoomを使ったオンライン講座

（申込者にURLをお知らせします）
・性ホルモンの心身への影響と対応
・思春期の課題と生活習慣
・揺らぐ自己肯定感の安定のために
・性行動と親子のコミュニケーション  など
川島広江氏（川島助産院院長）
市内在住、在勤の方
30名 　　　●費　　用 無料
ちば電子申請サービス Eメール(mcsankaku@city.matusdo.chiba.jp)

●日　　時 

●実施方法

●内　　容

令和2年11月27日（金）10時～15時
Zoomを使ったオンラインイベント及び相談(申込者にURLをお知らせします)
参加型イベント…オンラインであ・そ・ぼ♪、女性起業家座談会、

働きたい女性のためのワークショップ、おしゃ
べり会等を1時間ごとに開催

個別相談…就労・両立支援相談、起業相談、子育て相談(各回30分程度)

●日　　時

●実施方法

●講　　師

●対　　象

●定　　員

●費　　用

●申　　込

令和2年11月10日（火）、17日（火）、24日（火）
いずれも10時～12時30分
Zoomを使ったオンライン講座

（申込者にURLをお知らせします）
山田 美和氏（NPO法人MamaCan理事長）  他
起業に関心がある、または起業して間もない女性で、
3回すべてに参加できる方。
20名
無料
ちば電子申請サービス
Eメール(mcsankaku@city.matusdo.chiba.jp)

第1月曜日・第1木曜日 14時～20時
第2～4月曜日・第2～4木曜日 10時～16時
※休館日を除く
女性相談員による面接相談
または電話相談(50分間以内)
月～金の8時30分～17時　TEL 047-363-0505
市内在住・在勤・在学の女性

女性センターゆうまつど情報女性センターゆうまつど情報

●日　　時

●相談方法

●予　　約

●対　　象

第1・3金曜日　17時30分～20時30分
男性相談員による電話相談(30分間以内) 
TEL 047-363-0505
不要
市内在住・在勤・在学の男性

●日　　時

●相談方法

●予　　約

●対　　象

男性の相談(予約不要)

女性の相談(要予約)

男女共同参画に関する図書の閲覧・貸出をしています。
就労や子育てに関する本、読み聞かせ用の絵本等もあります。
情報相談員が情報提供や相談に応じます。

子育てのことや、子どもの預かりのこと。これから働きたいけど、育児との両立が出来るか不安など、さまざまな悩みをもつ
ママたちが気軽に相談できるイベントです。毎年ゆうまつどにて行っていましたが、今年はオンラインで開催します。

ライブラリーでは年に2回、図書を購入しています！
ジャンルは大きく分けて4つ
●女性論とその周辺(性差別、その他人権含む)
●生き方(子育て、家庭、介護)
●働くこと(女性の活躍、社会参画含む)
●児童書(子ども、青少年)

オンライン開催 オンライン開催

貸出
3冊・3週間

開館時間
9時～21時
※休館日を除く

西口

銀行

整骨院松戸市民劇場

松戸市女性センター

松戸駅西口徒歩5分

携帯
ショップ

そば屋

柏方面柏方面上野方面

銀行

松戸駅

ツイッター
「女性センターゆうまつど（公式）」

ID:matsudo_danjo] で検索！

女性センターゆうまつど
公式ホームページ

SNSで
発信して
います！

オンライン開催

●対　　象 市内在住、在勤の女性　　
●定 員 参加型イベント…各回30名

個別相談…各回1名　　
●費　　用 無料
●申　　込 ちば電子申請サービス

Eメール(mcsankaku@city.matusdo.chiba.jp)

しらかわ　　　　とうこ

イベント詳細
ホームページ

イベント詳細
ホームページ

イベント詳細
ホームページ
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