INFORMATION

松戸市の男女共同参画を進める情報紙

思春期になってあわてない！
親が学ぶ子どもの健康教育

講座

８〜９歳頃から始まると言われる思春期は身体の変化だけでなく、心の変化も微妙で複雑です。そん
な時期に親として余裕をもって向き合えるように、子どもを取り巻く性の現状と、子どもの発達段階
に応じた性に関する科学的な正しい情報と、その上手な伝え方を一緒に学んでみませんか。
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僕が家庭科教師になったわけ
小平 陽一 著
家庭科が男女共修化になった年、化学
教師から家庭科教師になった著者。
今まで 女 性 の 領 域とさ れ てきた 中
で、奮闘する姿を時代背景とともに
描きます。

笑って考える
ワークライフバランス

せ

ち

やま

かく

ぜひ一度遊びに来てください♪

瀬地山 角氏

貸し出しは1回3冊、3週間までです。

東京大学大学院総合文化研究科教授

が新しく仲間に加わりました！

講演会後、講師を
交えたパパ・ママの
参加者同士の
交流会もあります！

草野 かおる 著
子どもと一緒のとき、離れていると
き関係なく災害は起きます。そんな
ときどう対処すればいいか、
４コマの
イラスト入りで紹介してます。

詳細は中面を

松戸市女性センターゆうまつど

〜男の家事が社会を救う〜

日時:11月19日(土)13:30〜15:00
先着：50名 費用：無料 申込：☎ 047-364-8778または FAX 047-364-7888
で、男女共同参画課までお申し込みください。一時保育：あり
※手話通訳・要約筆記あり。

ワークライフバランスという言葉、聞いたことありますか？仕事と生活の
調和を図ろうというもので、2008年に政府はワークライフバランス元年
として、取り組みをはじめています。ですが、それは女性が仕事と家事を
両立するための施策だと誤解されているのが現状です。ワークライフバ
ランスが求められるのは、何よりも男性の正規労働者です。この人たちの
働き方を変えることで、億単位のジャンボ宝くじを確実にあてることがで
きる、というのが今回のお話のミソです。

ママジョブカフェ

〒271-0091 千葉県松戸市本町14-10
男女共同参画課

松戸駅西口から徒歩5分

松戸市の男女共同参画を進める情報紙「ゆうまつど」2016年10月発行（「ゆうまつど」は春と秋の年2回発行しています）
松戸市総務部男女共同参画課 〒271-0091 千葉県松戸市本町14-10 TEL047-364-8778 FAX047-364-7888

平成28年11月19日(土)〜26日(土)
女性センターゆうまつど

メイン講演会

女性のライフスタイル、絵本、子育て、介

おかあさんと子どものための防災＆非常時ごはんブック

TEL047-364-8778 FAX047-364-7888
開館時間 9:00〜21:00（閉館日：月末日・年末年始）
U R L： http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/
kaikan̲hole/yuu̲matsudo/index.html
E-mail：mcsankaku@city.matsudo.chiba.jp
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新しい図書が
入りました！

護・中高年の本を中心に、今回50冊の本

親子も

みんなで来てね！

平成２８年１２月１日(木)
１０時〜１２時
女性センターゆうまつど４階ホール
川島 広江さん(川島助産医院 院長)
先着４０名（乳幼児から小学校高学年をもつ保護者）
平成２８年１１月１日より電話またはFAXで男女共同参画課へ
○一時保育あり
先着８名(１歳６ヵ月以上、小学2年生まで)、保育用品、おやつ代として２００円

女性センターゆうまつど

男性も

〜これから働きたいママ集合！〜
日時:11月24日(木)
10:00〜12:00

子育てのこと、仕事のこと、家庭との両立のこと、
お子さんを遊ばせながら気軽に相談できます！
★参加団体★ 申込不要
○しごとサポーター
○まつどファミリー・サポート・センター
○NPO法人子育て支援ぽこら
○まつど一時保育ネットワーク
○NPO法人松戸子育てさぽーとハーモニー
○NPO法人 Mama Can

●13：30〜15：00／ホール
表紙でも紹介！
講演会 笑って考えるワークライフバランス
〜男の家事が社会を救う〜
講師：東京大学大学院総合文化研究科教授 瀬地山 角氏
※申し込み方法など詳細は表紙をご覧下さい。
●10：30〜12：00／研修室
講演会 ロジカルシンキングで自分も相手も一歩前進
仕事や子育てにおいて、もう少し論理的に考えたり、話したりするこ
とで思いのほかさわやかに前へ進めます。
講師：読売新聞東京本社企画委員 永峰 好美氏
企画：どんぐりのわ
申 神山 ☎080-5411-3190 FAX 047-362-9076 有 300円 保 あり
●15：15〜15：45／ホール
表紙でも紹介！
ワークショップ 笑って考えるパパママ交流会
講演会の講師も務める瀬地山先生による交流会です。仕事と子育て
の両立、子育てに関する悩みなど一緒に話し合ってみませんか？
対象：小学生以下のお子さんがいる保護者
※大人のみの参加もできます。
お子さんは同室も可能です。
定員：15組
企画：男女共同参画課
申 同課 ☎047-364-8778 FAX 047-364-7888 保 あり
●18：00〜19：00／ホール
講演会 糖尿病にならないために〜糖尿病予備軍からの脱出〜
糖尿病は多くの場合、症状がないまま進行します。予備軍から糖尿病
になってしまわないために。専門医の話を聞いて毎日の生活を見つ
め直しませんか。
講師：松戸市立病院診療局長 時永 耕太郎氏
企画：松戸市立病院地域連携課
申 同課 ☎047-709-4052 FAX 047-363-1489 保 あり

11月20日
（日）
●10：30〜17：00／ホール
発表会 みんなの祭
日頃より
「ゆうまつど」
を利用しているサークルの発表会です。
●10：30〜12：30／研修室
ワークショップ 女性と子どもへの暴力解消のため
〜学校現場での暴力防止教育を〜
女性への暴力、
ＤVは重大な人権侵害であり、目撃している子ども達
への影響も深刻です。暴力を根絶するためにどうしたらよいか、
ご一
緒に考えませんか。
講師：和洋女子大学非常勤講師 木村 民子氏
企画：G.Planning
問 浪越 ☎047-346-8557 有 500円
なみ こし

●13：30〜16：00／研修室
上映会とトーク 「なぜペンをとるのか〜沖縄の新聞記者たち」
権力に噛み付く
「紙ハブ」
と呼ばれてきた「琉球新報」。その取材の様
子や紙面づくりのドキュメンタリーです。上映後は琉球新報記者の新
垣毅さんが現在の沖縄の状況や取材の様子を詳しく語ります。
講師：琉球新報東京支社報道部長 新垣 毅氏
企画：房総の会
問 松葉 ☎090-2637-8661

11月21日(月)

「

●10：00〜12：00／ホール・多目的室1・2・子どもの部屋
ワークショップ 親子であそぼうワイ・わい・ワイ！
親子で楽しめるあそびやお話がいっぱい。手作りおもちゃや工作、
おうちではなかなかできない遊びもあるよ。みんなで楽しもう！
企画：まつど一時保育ネットワーク
問 深山 ☎ FAX 047-367-3322
●10：30〜11：30／研修室
ワークショップ ミシンを使わず巾着を作ろう
ミシンがなくても大丈夫。縫わずに簡単に巾着は作れます。
スタッフ
が見守りますので、
お子様連れでの参加ＯＫです。
企画：まつど一時保育ネットワーク
問 青田 ☎047-710-6512 有 100円
●13：15〜15：15／研修室
ワークショップ 減災ワークショップ
災害が身近になってきました。いざというとき×時間を生き抜くため
の知恵や工夫を楽しく学びましょう。
講師：流山子育てプロジェクト代表 青木 八重子氏
企画：チームきらめき塾 08
申 橋本 ☎090-3130-2019 FAX 047-348-7454
保 あり 有 600円
●14：30〜15：30／ホール
講演会 おくすりのギモン・フアン受け付けます
〜薬との上手な付き合い方〜
知っているようで知らない、お薬についての基礎知識から適正な使
用・管理方法についてお話します。
講師：松戸市立病院薬局長 生島 五郎氏
企画：松戸市立病院地域連携課
申 同課 ☎047-709-4052 FAX 047-363-1489
保 あり
●18：30〜19：30／ホール
講演会 抗がん剤の使い分け、
使いこなし
〜
「適剤適所」
の化学療法について〜
抗がん剤についてどのようなイメージをお持ちでしょうか。現在のが
ん治療においては、様々なかたちで抗がん剤が使われています。化学
療法専門の医師から患者さんにあった抗がん剤の使い方についてお
話します。
講師：松戸市立病院化学療法内科部長 五月女 隆氏
企画：松戸市立病院地域連携課
申
保 同課 ☎047-709-4052FAX
FAX 047-363-1489
保 あり

」は、男女共同参画社会の実現をめざし、
男女共同参画推進グループと松戸市が協働で開催します。

お問い合わせ先
松戸市男女共同参画課

TEL.047-364-8778
FAX.047-364-7888

事前にお申込が必要です。直接団体にお申込ください。
申 マークは、
保 マークは、
一時保育をご用意しています。
ご希望の方は各企画の実施日の10日前までに電話またはFAXで

男女共同参画課へ。なお、男女共同参画推進グループが企画した催し物については各グループへ直接お申
込ください。(１歳６ヵ月以上、小学2年生まで。保育用品、おやつ代として２００円）
有 マークのみ有料です。
当日各団体へ直接お申込ください。

フェスタホームページ

11月23日(祝)

11月25日(金)
●10：00〜12：00／ホール
ワークショップ パパママのための色育講座
育児＝育自 〜色を知って自分力、家族力アップ↑〜
たった３０秒でできる色のコミュニケーション。楽しみながら
「集中力」
「想
像力」
「コミュニケーション力」を育てていく、体験型カラー講座です。
講師：色彩コーディネーター＆カラーセラピスト 藤野 里美氏
企画：生涯学習推進課
※定員30名
申 男女共同参画課 ☎047-364-8778 FAX 047-364-7888
問 生涯学習推進課 ☎047-367-7810

●13：30〜16：30／ホール
講演会 女性センターに行こう！
〜なぜ必要？こんなセンターにしたい！〜
女性センターの役割が、
「意識の啓発や知識の習得」
から
「課題解決型
の実践活動」に移りつつあります。男女共同参画のために、女性セン
ターができることを考えます。
講師：全国女性会館協議会顧問 桜井 陽子氏
企画：まつど女性会議
問 西田 ☎047-345-0833

●13：30〜15：30／ホール
シンポジウム 今日のわたし・あしたからの暮らし方
現在の自分を他人・医者などにどのように伝えるか正確に伝えるに
は…。そしてこれからの生活の方法はどうあるべきなのか。高齢者は
特に考えなければ…。
講師：医師 石島 秀紀氏
企画：松戸市の福祉を考える会
問 湯浅 ☎047-343-1289
問

●13：30〜16：00／研修室
ワークショップ 「もしもパートナーが発達障害だったら」
〜カサンドラ体験者の集い〜
パートナーが発達障害かその疑いがある方、事例をもとに身近なこ
とや、今困っていることなど話してみませんか。
講師：松戸カウンセリングの会スタッフ
企画：松戸カウンセリングの会
申 八鍬 ☎ FAX 04-7122-4100 保 あり
申
くわ

11月22日(火)

●13：30〜15：00／ホール
ワークショップ 介護予防運動で健康寿命を延ばそう
私達は人生の終わりに10年超の介護の生活を余儀なくされていま
す。
この現状から脱出し、簡単な運動の習慣化で健康寿命を延ばしま
しょう。
講師：ＪSCA公認マスターディレクター 松本 ゆう子氏
企画：NPO法人人材パワーアップセンター
申 松山 ☎ FAX 047-369-5737

http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/
kaikan̲hole/yuu̲matsudo/event̲kouza/festa28.html

●10：00〜12：00／ホール
体験会 夢をかなえるボイストレーニング
〜身体をほぐして良い声を作ろう〜
コミュニケーションに必要なのは先ず笑顔、そして明るい聞きやすい
声、伝わる表現です。初対面の人と仲良くなり、友達ができます。
世界が広がり夢が実現します。
講師：ボイストレーナー 松戸市民劇団理事長、
劇団運営歴37年、石上 瑠美子氏
企画：NPO法人人材パワーアップセンター
申 岩橋 ☎ FAX 047-364-8820 有 500円

や

●10：00〜12：00／ホール・研修室
ワークショップ 我が子を守りたい。ママだからこそ知っておくべき
松戸の防災！
災害時、
子ども達の命を守るのは私たち母親。
どうすればいい？何が必
要？体験談・防災食・子連れ避難の知識をお伝えします。
講師：小野 深雪氏 他
企画：NPO法人子育てさぽーとハーモニー、
NPO法人Mama Can
申 山田 ☎080-7025-1403
contact@mamacan-m.com
保 あり 有 300円

ホ ームペー ジは
コチラからも
ご 覧にな れ ま す ︒

11月19日
（土）

11月24日(木)
表紙でも紹介！
★10：00〜12：00／ホール
相談ブース ママジョブカフェ〜これから働きたいママ集合〜
これから働きたいけど、育児との両立が出来るか不安。仕事や子ども
の預かりなど、
さまざまな不安を抱えているママたちが気軽に相談で
きるブースが集まっています。
※11：00〜12：00まつどファミリー・サポート・センター登録説明会も
実施。登録する場合、年会費がかかります。
企画：男女共同参画課
問 同課 ☎047-364-8778 FAX 047-364-7888
●10：00〜12：00／研修室
講演会 認知症サポーター養成講座
「認知症サポーター」
とは、認知症を正しく理解し、偏見を持たず、認
知症の方やその家族を温かい目で見守る地域の応援者です。
講師：東部高齢者いきいき安心センター 廣谷 明子氏
企画：高齢者支援課
申 同課 ☎047-366-7343 FAX 047-366-7748 保 あり

11月26日(土)
●10:00〜11:30／ホール・多目的室１
ワークショップ 育休カフェ プレミアム
親子で一緒にコンサートやパネルシアターなど遊びがたくさん。キャ
リアコンサルタントと今の気持ちを話そう。
講師：キャリアコンサルタント・ＮＰＯ法人子育て支援ぽこら
大西 順子氏
企画：ＮＰＯ法人子育て支援ぽこら
申 長尾 ☎090-2907-8552 有 100円 保 あり
●13：30〜15：30／ホール
ワークショップ 定年退職を考えるあなたに伝えたい
〜準備講座〜
講師に聞きましょう。年金受給の手続き？健康保険は扶養の妻をどう
する？再就職の仕方？毎日家にいる？社会貢献したい？税金は？
講師：社会保険労務士 井口 政幸氏
社会福祉士・キャリアコンサルタント 塩見 律子氏
企画：ファミリー・サポート・勇気づけ
申 古宮 ☎090-9963-8980
meri-meri@kit.hi-ho.ne.jp
●13：30〜15：00／研修室
ワークショップ 男女共同参画社会で活躍するために最適なコー
ディネイトをご提案いたします
プロのスタイリストのアドバイスでマイナス5歳を目指しませんか。
小物アイテムやアレンジに困っている洋服などをご持参下さい。
講師：スタイリスト 秋野 周子氏
企画：松戸女性経営人フォーラム
申 櫻井 ☎090-1122-7277 FAX 047-394-1708

