
令和3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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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
NO.70NO.70

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。

「今こそ男女共同参画！」
11月6日(土)～11日(木)

男女共同参画センターゆうまつど
（会場とオンラインの併用開催及びオンラインのみの開催イベントあり）

今年のテーマは「今こそ男女共同参画！」です。男女共同参画社会の実現に向けて、さまざま
な切り口でイベントを開催します。（オンラインを利用したイベントもあります。）
誰もが自分らしく生きることができる、これからの社会のために、今こそ男女共同参画!

日本テレビ「世界一受けたい授業」の東大生100人へのアンケートで東大人気講義NO.1に

選ばれたジェンダー論の研究者。子育てと家事を担ってきた講師が、仕事・家庭・未来のことを

熱く語ります。ユーモア溢れる語りに笑いながらも思わず納得。抱腹絶倒の講演をお楽しみに!

子連れ・赤ちゃん連れ大歓迎！

一時預かり・一緒の会場参加どちらもOK！

『世界一受けたい！ジェンダー論』

期間

会場

ゆうまつど

こころの

相談

講座・イベントのご案内

ゆうまつど情報

トピック

自分らしい起業を学ぶ☆起業カレッジ【全2回】

まつど女性就労・両立支援相談

ゆうまつどライブラリー

「松戸市地域防災計画」に
“女性視点の防災体制の充実”が追加されました●日　時　令和3年10月28日（木）、11月4日（木）

いずれも10時～13時

●会　場　10月28日…男女共同参画センターゆうまつど

11月4日…文化ホール講座室

●講　師　山田美和氏（NPO法人MamaCan理事長）

●対　象　起業に関心がある、または起業して間もない女性で、

2回とも参加できる方。

●定　員　先着15名 ●費　用　無料

●一時預かり　先着3名（6カ月～小学2年生）

　災害時には平常時における社会の課題が一層顕著になって現れる

こととなり、女性や子ども、配慮の必要な方がより多くの影響を受け

てしまいます。また、女性と男性が災害から受ける影響の違い、ニーズ

の違いなどに十分配慮された災害対応が必要です。

　今年度改定された「松戸市地域防災計画」では、「災害対策に関する

委員会等に女性を確保する」、「避難所に男女別の更衣室・トイレ・授乳

室等を適切な場所に確保し、生理用品その他衛生用品や妊産婦マット

を備蓄する」等、防災計画等の検討段階における女性の参画を進め、女

性の視点を取り入れた防災体制や環境を充実させることが盛り込ま

れました。詳しくは松戸市ホームページをご覧ください。

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。

ゆうまつどホームページで、
おすすめ図書のご紹介を

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。

基調講演会基調講演会

ちば電子
申請サービス

おもしろい！ 役に立つ！

11月6日（土） 13：30～15：00

事前申込制 一時預かりあり

〔講　　師〕 瀬地山　角　氏（東京大学大学院総合文化研究科教授）

〔開催方法〕 ①会場参加　②当日オンライン参加　③後日オンデマンド配信

〔定　　員〕 ①30人　②30人　③150人（いずれも先着事前申込制）

〔費　　用〕 無料　

〔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 

TEL.047-364-8778

ホームページを
チェック

会場とオンラインの

ハイブリッド開催

会場とオンラインの

ハイブリッド開催

★このほかにも様々な講座・イベントを開催予定です。★このほかにも様々な講座・イベントを開催予定です。



イベント一覧

世界一受けたい！ジェンダー論　
※詳細は表紙をご覧ください。

この2年でここが変わった

コロナ禍で変わった職場、地域、家庭などの行
方を男女共同参画の視点で考えましょう。
日　時　10:00 ～ 12:00
会　場　3階研修室
企　画　どんぐりのわ
問合せ　同団体・神山 TEL 080-5411-3190

コミュニケーションが過剰になったり、希薄になったり、そんなストレスを少し解放してみませんか。
日　時　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

基調講演

ワークショップワークショップ

ワークショップ

市長と語る松戸市の男女共同参画

「女性センター」の名称変更、第 5 次男女共同参画
プラン等みんなの思いを語り合いましょう！　
日　時　13:30 ～ 15:30　　定　員　先着30人
会　場　4階ホール
企　画　まつど女性会議
申　込　同団体・渡辺 TEL 090-5783-1377
                             FAX 047-367-3077

意見交換会

コロナ禍に心を守る方法とは？
～ストレスをためないコミュニケーションとルーティーン作り～

一時預かりあり※２名まで

どうしてジェンダーギャップ世界で
120 位なの？！

コロナ禍や五輪で、女性差別の問題が明らかになり
ました。どうしてこうなるのか考えてみませんか？
日　時　13:00 ～ 15:45
会　場　4 階ホール
講　師　女性政策研究家・三井マリ子氏
企　画　房総の会（ふさのかい）
問合せ　同団体・安藤 TEL.047-384-5488

ワークショップ講演会

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。
日　時　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
申　込　同団体・有川 TEL.090-4613-8382
                             FAX.047-386-1902
Mail:reiko-arikawa0122@docomo.ne.jp

ワークショップ費用500円

我が家の男女共同参画

いくつかの家庭で家事への男性の携わり方を、1 日の時間割で可視化して、参加者の各々の家庭で男女共同
参画の様子を振り返る。また、これをもとに、家庭におけるより良い男女共同参画のあり方を模索する。
日　時　13：30 ～ 15:30
会　場　3 階研修室
パネリスト　数値調理会会長・岩崎滋氏　同副会長・小川吉夫氏

ワークショップワークショップ

事前申込制

無料 事前申込制

無料 事前申込制無料

無料 事前申込制

HAPPYになる♪カラーセラピー　
～プチ体験～
女性のライフスタイルの変化の中で、不安や孤
独を感じることはありませんか。講師と一緒に、
今の自分を見つけましょう。
日　時　10:00 ～ 12:00
会　場　4 階ホール
講　師　色彩心理カウンセラー・中屋映子氏
企　画　チームきらめき塾’08
申　込　同団体・山口 TEL.090-2907-2293
　　　  Mail:fuya186g@jcom.zaq.ne.jp

ワークショップワークショップ

発達がゆっくりめな子を持つ
親のための座談会

特別支援教育士の先生と小学校入学前の悩み
や疑問についてオンラインのZoomを使い
お話しましょう。
日　時　10:00 ～ 11:30
講　師　特別支援教育士・石井裕子先生
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　Mail:event@m-harmony.org
　　　　同団体・桜井・井手
　　　 TEL 047-394-4217

座談会費用800円 事前申込制

一時預かりあり無料 事前申込制
一時預かりあり

女性限定

　※会場での開催はありません。

Zoomによるオンライン開催

企　画　数値調理会
問合せ　同団体・岩崎TEL 047-330-8160

無料

就労＆起業おしゃべり Café 
☆ママの自立応援ブ～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。その他性格診断、美文字の書き方、お片付け
相談等、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

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

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。

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

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

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

アドラー「勇気づけ」で、親子で元気に！HAPPYに！

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！
（カメラOFF の参加もOK）
日　時　10:30 ～ 12:00
講　師　アドラー心理学院カウンセリング心理学修士　
　　　  トラウマセラピスト・シェシャドゥリ福田育子氏
企　画　ファミリーサポート・勇気づけ
申　込　同団体・居波（いなみ） Mail:i-yukarin@hb.tp1.jp

ワークショップ

　※会場での開催はありません。

Zoomによるオンライン開催

費用300円

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。

ママジョブカフェ
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。10:00 ～ 13:30無料

■45 分間ごとの入替え制
   ①10:00 ～　②11:00 ～　
　③12:10 ～　

■各時間 8 名まで
会　場 4 階多目的室 1・2
申込先 男女共同参画課 TEL 047-364-8783

無料 事前申込制

事前申込制

ファミリーカレッジ講座・
パーソナルカラー講座

「働く」を考えているあなたに必見の講座です。

日　時　①「ファミリーカレッジ講座」　10：00 ～ 10：45
　　　　　～何から始める？共働きをスムーズにスタートする10のコツ～

　　　  ②「パーソナルカラー講座」　11：00 ～ 11：45
　　　　　～好印象を軸にした色選びで自分の可能性をUP ～
企　画　NPO 法人Mama Can
申　込　男女共同参画課 TEL 047-364-8783

事前申込制

事前申込制

事前申込制

事前申込制

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。（一時預かりの費用は無料

です。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。）

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

11/7
（日）

11/8
（月）

11/9
（火）

11/9
（火）

11/11
（木）

11/10
（水）

会場とオンラインの

ハイブリッド開催

会場とオンラインの

ハイブリッド開催
基調講演会基調講演会

ママジョブカフェの
一時預かり

ママジョブカフェ会場：ゆうまつど

11/6
（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。


