
令和4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

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

●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)

●〒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
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男女共同参画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。

（オンライン開催のイベントもあります）

共働き夫婦が多数派となった今でも、妻は夫の3倍もの家事・育児を担っている現在の日本。そ

のような中で、女性の社会活躍、少子化、親子の貧困、孤育て等、様々な課題を解決するために

は「男性の家庭参画」が欠かせません。講師の育児休業体験により、初めて見えた世界。どうすれ

ば「男性の家庭参画」が実現するのか。ご家族やご自身の幸せについて、見つめ直すきっかけと

なる講演会です。

期間

会場

ゆうまつど

こころの

相談

ゆうまつど情報

まつど女性就労・両立支援相談

ゆうまつどライブラリー

再就職や仕事との両立(家庭・子育て・介護)など、働きたい女性のお悩みに、キャリアコンサル
タントがアドバイスします。

●日　時　毎週火曜・水曜・木曜10時～15時

　　　　　第1・3金曜17時30分～20時30分

　　　　　※祝日、休館日を除く

　　　　　※毎月第2木曜は、起業相談も実施(就労・両立支援相談と併設)

●相談方法　面接相談（予約優先）または、Zoomでのオンライン相談（要予約）

　　　　　※直接お越しいただいてもご利用できますが、事前にご予約されている方を優先的にご案内します

　　　　　※予約時間から10分を過ぎてもご連絡いただけない場合、予約としてご案内できないことが

　　　　　　ありますのでご了承ください

●予　約　TEL047-364-8783（男女共同参画課）　平日9時～17時（月末休館日を除く）

ゆうまつどホームページでも
ご案内しています。

～お子さんの見守り～

相談日の1週間前までにご予約ください

対象：6カ月～就学前のお子さん

貸出3冊・3週間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、生き方、性教育に関する本、

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。

ツイッター
「男女共同参画センターゆうまつど（公式）」

ID:matsudo_danjo] で検索！
男女共同参画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！

イベント一覧は
中面を

ご覧ください。

松戸から変えよう、もっと変わろう

今年のテーマは「松戸から変えよう、もっと変わろう」です。

男女共同参画社会の実現に向けて、様々なイベントを開催します。

松戸市の男女共同参画を進める情報紙松戸市の男女共同参画を進める情報紙

11月5日(土)～10日(木)

男女共同参画センターゆうまつど

『最強のライフキャリア論。
人生まるごと楽しむための思考法』
岩橋ひかり／時事通信社

結婚、出産などライフイベントを経て、今後

の人生やキャリアについて悩みをもつ女性

に向けた1冊です。二人の女性がキャリアコ

ンサルタントに出会い、自分が望む人生、

キャリアを見つけるまでが物語形式で書か

れています。

『あんなにあんなに』
ヨシタケシンスケ／ポプラ社

「あんなにあんなに」の繰り返しで、子育

てのおかしさ、切なさ、喜び、大変さを表

現した絵本です。文章が少ないからこ

そ、ヨシタケシンスケの絵にじんわり心

を打たれます。子ども、親どちらの目線

で読んでも、「親と子どもの時間の短さ」

に気づかされる1冊です。

『泣いてる子どもに
イライラするのはずっと

「あなた」が泣きたかったから』
福田花奈絵／サンマーク出版

子どもにイライラする原因は、お母さ

ん自身が我慢してきたこと、自己否定

してきたことに関係しているかもしれ

ません。そんな自分の心に向き合い、自

己肯定感を高めてくれる1冊です。

『おとめ六法』
上谷さくら、岸本学／KADOKAWA

女性が日常でトラブルに直面してしまった

とき、「自分にスキがあったから」と自分を責

めてしまったり、心を傷つけてしまったりし

ないための、正しい法律が分かる1冊です。恋

愛やSNS、学校などの６つの章で、ライフス

テージごとに遭遇しやすいトラブル、その解

決につながる法律について書かれています。

『男性の家庭参画がニッポンを変えるのだ！

～女性の社会活躍と家族の幸せのために～』

11月5日(土)13:30～15:00

〔会　　場〕　男女共同参画センターゆうまつど

〔講　　師〕　前田晃平氏（内閣官房こども家庭庁設立準備室参事官補佐）

〔開催方法〕　①会場参加　 ②後日オンデマンド配信

〔定　　員〕　①先着30人　②定員なし（どちらも事前申込制）

〔申 込 先〕　ちば電子申請サービス

               　男女共同参画センターゆうまつど 

                  TEL047-364-8778

基
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講
演
会
申
込
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ち
ら

一時預かりあり無料 事前申込制基調講演会基調講演会



イベント一覧

「男性の家庭参画がニッポンを変えるのだ！
～女性の社会活躍と家族の幸せのために～」

30周年を迎え、つなぐ想い

男女共同参画の明日を語る。
時　　間　10:00 ～ 12:00
会　　場　3階研修室
コーディネーター　松戸市女性センター初代所長

山口文代氏
企　　画　まつど女性会議
問 合 せ　同団体・酒井 TEL 080-1064-1735

昨年に続き三井マリ子さんが世界で集めた男女
平等のポスター 10 枚をもとに日本の男女不平
等を読みときます。
時　間　14:00 ～ 16:30
会　場　4 階ホール
講　師　女性政策研究家・三井マリ子氏
企　画　房総（ふさ）の会
問合せ　同団体・安藤 TEL  047-384-5488

基調講演

ワークショップワークショップ

講演会

夫婦別姓「容認」の元最高裁判事と語る

最高裁時代に担当した裁判を通じて感じた選択
的夫婦別姓の問題を、2021 年の判決も交えて
お話しいただきます。
時　間　10:30 ～ 12:00　　
会　場　4階ホール　　
講　師　元最高裁判事  弁護士・山浦善樹氏　
企　画　どんぐりのわ
申　込　同団体・神山 TEL 080-5411-3190

講演会

男女平等！ポスターに見る世界の女性たち

一時預かりあり
※3名まで

一時預かりあり
※2名まで

発達のゆっくりめな子の就学に向けての勉強会
特別支援教育士の先生と小学校に向けて、一人ひとりの成長をサポートする為の
知恵とヒントを一緒に探ってみましょう。
時　　間　10:00 ～ 11:30
開催方法　Zoom によるオンライン開催　

※会場での開催はありません。
講　　師　特別支援教育士・石井裕子先生

事前申込制

無料 事前申込制

無料 事前申込制

一時預かりあり無料 事前申込制

無料

事前申込制 事前申込制
事前申込制

介護・看病・育児…頑張っている人へ、
一息入れてみませんか？
～自分へのケアなど～

情報提供、リフレッシュの方法、楽になるヒント
で生活を少し変えてみませんか？
時　間　14:00 ～ 16:30
会　場　3階研修室
企　画　松戸カウンセリングの会
申　込　同団体・八鍬（やくわ）

 TEL・FAX 04-7122-4100

ワークショップワークショップ
500円

500円 事前申込制

一時預かりあり

就労＆起業おしゃべり Café 
☆ママの自立応援ブース

自分らしい働き方や起業について、リラックス
しながら考えます。その他ハンドメイドワーク
ショップ、Photo カードを使った「今あなたに
必要な事を知る」ワークショップ等、いろいろ
な角度から自立についての応援ブースを展開
します。一歩踏み出すママを応援します！
企　画　NPO 法人Mama Can

まつど女性就労・両立支援相談
～起業相談も同時開催～

子育てをしながら仕事を探している方や、これから働きたい方向けに、就職
活動や両立支援（家事・子育て・介護など）に関するアドバイスを行います。
相談員　キャリアコンサルタント、しごとサポーター
企　画　男女共同参画課
申　込　男女共同参画課 TEL 047-364-8783

手形アートをつくろう
子どもの成長の記録、親子の思い出作りに手形アートをつくりませんか。
時　　間　10:00 ～ 12:00
会　　場　3 階研修室　
企　　画　まつど一時保育ネットワーク

ワークショップ

ワークショップ ワークショップ

のイベントは、各団体の申込先へご連絡ください。

のイベントは、お子さんの一時預かりを
ご用意しております。

私だけの広報戦略を作ろう！
～作りやすい、続けやすい、分かりやすい方法とは？

自分に合ったムリなく続けられる方法を見つけます～＆起業家交流会

時　間　10:10～11:40
対　象　起業している方、起業を考えている方
定　員　先着 15 名

コミュニケーションにはコツがある！
働くをスムーズにする会話術！
～知らないと損をしちゃうかも？！ライフにもワークにも役立つコツをお伝えします～

時　間　12:10～13:10
対　象　働いている方、働くことを考えている方
定　員　先着 15 名

ゆうまつどフェスタ各企画お申込みにあたってのご案内

11/6
（日）

11/8
（火）

11/10
（木）

11/7
（月）

11/5
（土）

新型コロナウイルス感染拡大状況により、イベントがオンラインのみの開催または中止となる場合がございます。最新の情報は市HP をご覧ください。

基調講演会基調講演会
※詳細は表紙をご覧ください。

ファイナンシャルプランナー
によるライフプラン相談

ライフプランに欠かせない「お金の事」。
相談してみませんか！
企　画　男女共同参画課
申　込　男女共同参画課 TEL 047-364-8783

子育て情報提供コーナー

幼稚園や保育園情報、一時預かりなどの各種情
報を取り揃えています。また、子育てに関する
ことについて子育てコーディネーターともお話
しできます。お気軽にお立ち寄りください♪
企　画　NPO 法人松戸子育てさぽーとハーモニー、

NPO 法人子育て支援ぽこら

ファミリー・サポート・センター個別相談会

地域で育てよう子育ての“わ”。「子育ての手助けをして欲し
い方」と「子育てのお手伝いをしたい方」を結びます。

①10:00 ～ 11:50　②12:00 ～ 13:20
各時間 5 名まで
申　込　男女共同参画課 TEL 047-364-8783

ママジョブカフェの
一時預かり

企　画　NPO 法人Mama Can　　申　込　男女共同参画課TEL 047-364-8783

相談員　まつどファミリー・サポート・センター職員　　
企　画　まつどファミリー・サポート・センター

事前申込制

11/9
（水）

講座参加者優先

事前申込制

ぽ・こ・ランド～おやこであそぼう～
0～3 歳のお子さんとその保護者を対象に手遊び
や絵本、エプロンシアター・工作などを行います。
時　　間　①10:00～11:00

 ②11:15～12:15
会　　場　4 階ホール
企　　画　NPO 法人子育て支援ぽこら
申　　込　同団体・桑島 TEL 090-2907-8552

オンライン企画オンライン企画

ジェンダーと災害～誰もが安心して
過ごせる避難所づくり～
災害が大型化している今日、だれもが取り残され
ない安全・安心な避難所作りに何が必要か一緒に
考えます。
時　　間　13:30 ～ 15:30
会　　場　4 階ホール
講　　師　流山防災まちづくりプロジェクト・山口文代氏
企　　画　チームきらめき塾’08
申　　込　同団体・山口 TEL 090-2907-2293

メール：fuya186g@jcom.zaq.ne.jp

企　　画　NPO 法人松戸子育てさぽーとハーモニー
申　　込　申込フォームより同団体へ
問 合 せ　メール：event@m-harmony.org

無料 事前申込制

無料 事前申込制

無料 事前申込制

申　　込　同団体・有川 
TEL 090-4613-8382 
FAX 047-386-1902 
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一時預かり希望の方は各イベントの実施日の

10日前までに各団体の申込先へご連絡くださ

い。（預かりの対象年齢は、各団体に直接お問い

合わせください。）

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ブース

が集まっています。これからママになる予定の方もぜひご参加ください。

ママジョブカフェ
10:00 ～ 13:30

会　　場　：　ゆ　う　ま　つ　ど
無  料
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