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松 戸 市の男 女 共 同 参 画を進める情 報 紙

ゆうまつど ライブラリー
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。

NO.

松戸市制施行75周年記念

図書のご相談には情報相談員を
ご利用ください
（月・火・木・金曜日 9 時 30 分～15 時
※祝日、休館日を除く）

貸し出し 3 冊・3 週間
開館時間 9 時 ～21時
※休館日を除く

HASSHIN!!

まつど女性就労・両立支援相談
「働きたい！あなたの夢をかなえるために･･･」

11月 3 日

～ 9日

再就職や両立
（家庭・子育て・介護）
など、働きたい
女性のお悩みを、キャリアカウンセラーがアドバイスします。

期間

●日

会場 女性センターゆうまつど

時

毎週火曜・木曜10時～15時
（第2木曜は起業相談を実施）
※祝日、休館日を除く
●相談方法 面接相談

ゆうまつどこころの相談
生き方、夫婦や異性の関係、職場や近所の人間関係などで悩んでいる方に専門のカウンセラーが
相談を受けます。(無料です。ただし、電話通話料は相談者負担となります)

●日

時

●相談方法
●予

約

●対

象

第1月曜日・第1木曜日 14時～20時
第2～第4月曜日・第2～第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～金曜日の8時30分～17時00分
℡ 047-363-0505
市内在住・在勤・在学の女性

男性の相談（予約不要）
●日

講演会
実行委員企画
事前申込制

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

11月 3日(土) 14:00～15:30
〔会 場〕4 階ホール
〔講 師〕森田 冴子氏（みとみらい法律事務所 弁護士）
〔定 員〕50 人程度
〔費用〕無料
〔申込先〕女性センターゆうまつど ℡047-364-8778
Me Too運動や財務省事務次官の言動など、今日、
セクハラ問
題は大きな注目を集めています。社会的に作られた男らしさ・
女らしさ
（ジェンダー）
からセクハラ問題を考え、誰もが働き
やすいハラスメントのない社会を作るための意識を、みな
さんと共有したいと思います。

松戸駅西口徒歩5分
松戸市女性センター
携帯
整骨院 ショップ

松戸市民劇場

銀行

一時預かりあり

「ハラスメントのない社会へ
～職場でのセクハラ・パワハラを中心として～」

時

松 戸 市 女 性センター

●〒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
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsuguide/
kaikan_hole/yuu_matsudo/index.html
●E-mail:mcsankaku@city.matsudo.chiba.jp

金

今年のテーマは「HASSHIN!!」です。男女共同参画の新たな時代に向けて、
さまざまなイベントを開催します !

相談中にお子さんの見守りもできます。
（6ヶ月～就学前、事前予約制）

女性の相談（要予約）

土

そば屋

銀行

■申込みにあたっての注意■
事前申込制 の催しは、各団体の申込先へご連絡ください。
西口
上野方面

松戸駅

平成30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

一時預かりあり の催しは、お子さんの一時預かりをご用意しております。
柏方面

一時預かり希望の方は各企画の実施日の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。）

イベント一覧は
中面を
ご覧ください

イベント一 覧

11 月 3 日（土）

11 月 4 日（日）

基調講演会

講演会

「ハラスメントのない社会へ
～職場でのセクハラ・
パワハラを中心として～」

「松戸市のめざす男女共同参
画プランをどうとらえるか」

※詳細は1面をご覧ください。

講演会
「多様な性のあり方～LGBT
の視点から地域を考える」
LGBTの子ども・若者支援に取り組んでこ
られた遠藤まめたさんによるLGBT理解の
ための基礎講座です。
事前申込制
〔日時〕17:00～18:30
〔会場〕4階ホール
〔講師〕遠藤まめた氏
〔費用〕無料
〔企画〕NPO法人ディープデモクラシー・
センター
〔申〕 同団体・Tel 047-701-5350、
Fax 050-3737-9081

11 月 5 日（月）

〔日時〕10:00～12:00
〔会場〕4階ホール
〔講師〕千葉県菜の花会代表・松田敏子氏
〔費用〕無料
〔企画〕まつど女性会議
〔問〕 同団体・山中Tel 047-365-0533

言いたい事がうまく言えずに諦めていま
せんか？ 変化を恐れず、自分から一歩踏み
出しましょう。
事前申込制
〔日時〕13:30～16:00
〔会場〕3階研修室
一時預かり
〔費用〕無料
あり
〔企画〕松戸カウンセリングの会
〔申〕 同団体・八鍬(やくわ)
Tel ・Fax 04-7122-4100

実行委員企画
「ゆうまつど de カフェ」
みんなで楽しく
「男女共同参画」
について
話し合いましょう。
〔日時〕10：00～12：00
〔会場〕4階ホール
〔企画〕ゆうまつどフェスタ実行委員会
〔問〕 男女共同参画課
Tel 047-364-8778

「そんな本があったんだ」
「こういう読み方が
あったんだ」
「映画じゃなくて本だよ」
そんな
発見を楽しみませんか。
〔日時〕10:00～12:00
事前申込制
〔会場〕3階研修室
〔コーディネーター〕
一時預かり
本の旅人・湯本千彰氏
あり
〔費用〕無料
〔企画〕どんぐりのわ
〔申〕 同団体・神山Tel 080-5411-3190

講演 と討 論会

「コミュニケーションが苦手な
人のために
～気持ちを伝えあうには？～」

「セクハラと日本社会」
女性の地位の低さに鈍感になっていませんか。
子育てをしながら奮闘する望月さんのお話を
聞いてみましょう。
〔日時〕14:00～16:30
〔会場〕4階ホール
〔講師〕東京新聞記者・望月衣塑子氏
〔費用〕300円
〔企画〕房総の会
〔問〕 同団体・安藤
Tel 047-384-5488

ワークショップ

「心と身体の
ボイストレーニング」

時間10:00～13:30
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。

コミュニケーションに必要なのは先ず笑顔
で明るい聞きやすい声、伝わる表現です。
初対面の人とも仲良くなり、友達ができ
ます。世界が広がり、夢が実現します。
〔日時〕10:00～12:00
事前申込制
〔会場〕4階ホール
〔講師〕ボイストレーナー、
NPO法人松戸市民劇団
理事長・石上瑠美子氏
〔費用〕500円
〔企画〕NPO法人人材パワーアップ
センター
〔申〕 同団体・岩橋
Tel ・FAX047-364-8820

就労＆起業サポート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、お茶を
飲みながら考えてみませんか？ その他ハンド
マッサージ、
メイクのワンポイントアドバイス、
パーソナルカラー診断等、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！
〔会場〕4階ホール
〔企画〕NPO法人MamaCan

ワークショップ
「はじめてのママカフェ」
お子さんを預けた事がない方、保育室に
預けながらママ同士自分の事、仕事や家族
の事など話してみませんか。
事前申込制
〔日時〕10:00～11:30
〔会場〕4階多目的室1
〔費用〕無料
一時預かりあり
〔企画〕NPO法人
（定員6組）
子育て支援ぽこら
〔申〕 同団体・桑島
Tel 090-2907-8552

〔会場〕 2階相談コーナー
起業相談は4階ホール
〔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

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！

幼稚園や保育園情報、一時預かりなどの相談
ができます。また、子育てに関することもお話
しできますよ。お気軽にお立ち寄りください♪
〔会場〕4階ホール
〔企画〕NPO法人まつど子育てさぽーとハーモニー
NPO法人子育てひろばほわほわ
NPO法人子どもの環境を守る会Jワールド

今年も出張相談会を行います。ぜひご参加
ください。
〔会場〕 4階ホール
〔相談員〕
同センター職員
〔企画〕 まつどファミリー・サポートセンター

ママジョブカフェの一時預かり
・一時間ごとの入替え制
①10:00～ ②11:00～ ③12:00～
・各時間8名まで
〔会場〕1階こどもの部屋
〔企画〕NPO法人子育てひろばほわほわ
NPO法人子育て支援ぽこら
〔申〕 女性センターゆうまつど
Tel 047-364-8778

11 月 9 日（金）
ワークショップ

講演会

「『勇気づけ』の子育てで、親子でＨＡＰＰＹに！
！」

「これからの生き方・働き方」

「手形アートをつくろう」

アドラー心理学に基づく勇気づけの対応で、
子育てや対人関係のイライラ
解消！心の病気の予防にも効果大！

地元で楽しく心豊かに暮らすコツを学ぶジェロントロジー（老年学）
です。講習後、食べる交流会もお楽しみ。

子どもの成長の記録、親子の思い出作りに、手形アートを作りませんか？

〔日時〕10:30～12:00
〔会場〕3階研修室
事前申込制
〔費用〕300円
〔企画〕ファミリーサポート・勇気づけ
〔申〕 同団体･土居
Tel 090-9001-7489
（電話は15～18時のみ）
Mail:michiko.12md.0810@docomo.ne.jp
※希望者は、子どもの同室可。

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。

子育てコーディネーター
相談コーナー

ファミリー・サポート・センター
個別相談会

〔日時〕13:30～15:30 〔会場〕4階多目的室1
〔費用〕500円
〔企画〕G.Planning
〔問〕 同団体・浪越(なみこし)
Tel 047-346-8557

まつど女性就労・両立支援相談
～起業相談も同時開催～

ファイナンシャルプランナーに
よるライフプラン相談

〔会場〕
2階相談コーナー
〔企画〕
男女共同参画課

11 月 6 日（火）
ワークショップ

「一時預かりあり」の催しは、
各団体へお申し込みください。

11 月 8 日（木）

「性暴力・ＤＶ・児童虐待・・・繋がりあう暴力
～暴力予防教育を考える～」
性暴力、DV、児童虐待などの暴力事件報道
が絶えません。この現状を踏まえて、暴力
予防教育を考えましょう。

一時預かり
あり

講演と実技

「あなたが読んだ本、教えて」

ワークショップ

「介護写真展～いつまでも輝き続ける笑顔の人材2018～」

11 月 7 日（水）

ワークショップ

松戸市男女共同参画プラン第5次実施計画
の内容を参考に、女性の社会進出、男女の
働き方等の課題を探ります。

フェスタ期間中の催し パネル展示〔会場〕エントランスロビー

〔日時〕14:00～17:00
〔会場〕4階ホール
〔講師〕一般社団法人 日本産業ジェロントロジー協会
会長・崎山みゆき氏
〔費用〕無料
〔企画〕数値調理会
〔申〕 同団体・岩崎
Tel 090-9295-1387、Fax 047-330-8163

事前申込制
一時預かり
あり

〔日時〕10:00～12:00
（最終受付 11:30）
〔会場〕3階研修室
〔費用〕無料
〔企画〕まつど一時保育ネットワーク
〔問〕 同団体・有川
Tel 047-386-1902

ワークショップ
「自分が元気になるコミュニケーション
～ストレスとの上手な付き合い方～」
女性のための自己尊重トレーニング。自分のストレスの傾向を知り、
自分を癒やし、自己肯定感を高めます。
〔日時〕13:30～15:30
事前申込制
〔会場〕4階ホール
〔費用〕700円
〔企画〕チームきらめき塾’
08
〔申〕 同団体・大登 Tel 047-368-3856

