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松 戸 市の男 女 共 同 参 画を進める情 報 紙

2019年度実施イベント・講座紹介

NO.

2019年度に行ったイベントや講座をご紹介します。2020年度も多数実施予定です。
《女性活躍推進講座》

《他機関連携・共催イベント・講座》

●起業カレッジ
（5月）
起業の基本的な知識や考え方を学び、自分のビジネス
モデルを明らかにするワークショップを行いました。

●ひとり親家庭のための
「教育費・ライフプランセミナー」
（9月）
連携：松戸市子育て支援課
ひとり親 家 庭において大きな負 担となる教 育 費と、
教育費支出に備えるライフプランについて学びました。

●女性の働き方を考えよう
（6月）
配偶者控除や社会保険制度について学び、これからの
女性の
「働き方」
について考えました。
●バウンダリー(心の境界線)を知って、No!と言える自分
になろう
（9月）
人間関係の基礎となる、人と人との間の適切な距離、
心 の 境 界 線について知ることで、働く上で役 立 つ 、
スムーズな人間関係を作る力を学びました。
●女性起業家交流会～出会う・学ぶ・考える～
（11月）
女性起業家の皆さんで
「集客」
「家事育児との両立
（時間の
作り方）
「
」イベント出店のコツ」
をシェアしていただき
ました。

●働きたい女性の再就職支援セミナー
（9月、2月）
共催：ハローワーク松戸
履歴書の書き方や、職務経歴書の書き方など実践的な
ワークを行いました。
●子育てママ会社説明会INまつど
（10月）
共催：ハローワーク松戸、松戸市商工振興課
働きたいと望む子育て中の女性向けの合同企業説明会
をゆうまつどで開催しました。

松戸駅西口から
徒歩５分の好立地。イベント
や講座の他、女性の就労・両立の
ための相談を実施しています。また
ホールや研修室等の貸し出しもして
います。
情 報 紙ゆうまつど6 7 号では、普 段
市 民の方にどのように利 用して
いただいているのかご紹介
いたします。

●お仕事フェスタ
（7月、1月）
共催：NPO法人Mama Can
働く意欲がある女性への情報提供、就労・起業・転職
準備をサポートするため、相談ブースや合同企業説明会
等を設けました。

《子育て関連講座》
●子どもの将来を考える講座
（10月）
大人
（保護者や子育てに携わる人など）
が学ぶ講座として
①、②の講座を連続講座として実施しました。
①
「あと10年で消える職業！
？子どもたちが今やるべき
こと」
②
「思春期になってあわてない！親が学ぶ子どもの健康
教育」

《男女共同参画イベント》
●男女共同参画週間記念講演会
「笑って考えよう家庭の
こと・仕 事 のこと・未 来 のこと～ 男 の 家 事 が 社 会を
救う！～」
（ 7月）
東京大学・瀬地山 角教授をお招きして、男性が家事・
育児参加する大切さを学びました。
●女性のためのニットカフェ
（奇数月）
編み物を通して様々な年代の女性にお集まりいただき
ました。

お仕事フェスタは
ちばコラボ大賞
（千葉県知事賞）
受賞しました！

●ゆうまつどフェスタ2019
「来て・見て・知ってゆうまつど」
（11月）
ゆうまつどをより多くの方に知っていただくため、男女
共同参画を推進している団体の方々と共にたくさんの
イベントを開催しました。
ゆうまつど

2階

松 戸 市 女 性センター

女性センターゆうまつど
公式ホームページ

ライブラリー

ゆうまつど

3階

個育てサロン
ゆうまつど
おやこ DE 広場

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

●〒271-0091 千葉県松戸市本町14-10
発信しています!
SNSで
●TEL 047-364-8778 ●FAX 047-364-7888
ツイッター
「女性センターゆうまつど(公式)」
●開館時間 9:00～21:00
（休館日:月末日・年末年始）
ID：matsudo_danjo
で検索!
●ホームページURL
https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsuguide/kaikan_hole/yuu_matsudo/
●E-mail:mcsankaku@city.matsudo.chiba.jp
上野方面

そば屋
銀行

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。

西口

松戸駅

柏方面

「個育てサロン」
は、0歳から3歳までのお子さんとその保護
者の方がご利用いただけるフリースペースです。毎週月・火・
木・土の9:30～16:30は
「おやこDE広場」
になっています。

令和2年3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
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3階
女性センターゆうまつどで貸し出しを行っている施設の紹介です。
男女共同参画推進の学習や交流をはじめさまざまな活動の拠点として、
女性の社会参加や活力ある地域づくりを推進しています。
施設それぞれの特徴のご紹介と、実際にどのような活動で利用していただいて
いるのか、利用団体の方の声を集めました。ご利用ご検討の参考にしてください。

研修室

4階ホールの次に広いお部屋です。ホールと同じくスクリーン
の設置があります。窓の広いお部屋ですが、カーテンは遮光
性なので映画鑑賞にもご利用いただけます。その他、会議や
体操教室、説明会等使い勝手の良いお部屋です。

※民間企業や個人には、貸し出ししておりません。また営利事業を行うことはできません。

63平方メートル・定員36人
研修用の机・椅子があり、学習会や会議に適しています。

4階

利用者の声

ホール

～語学学習サークルの場合～

ゆうまつどの貸し出し施設の中で一番広いお部屋です。防音かつ

主な活動内容：松戸市における日中友好交流
（学習会、映画鑑賞等）

スクリーンやピアノが設置されているため、さまざまな団体の方に
松戸駅から比較的近くて、初めての人でも使いやすい施設です。サー
クル活動の一環で映画鑑賞をする際は、プロジェクターを借りることが

ご利用いただいています。
セミナー形式のイベントや、ダンス、コーラス等のサークル活動に

あり、とても便利です。窓口の方々も大変親切で、色々な要望にきちん
と対応してくれます。

おすすめです。
４階のお部屋ですがエレベーターがありますので、
ご高齢
の方やベビーカーでお越しの方も安心してご利用いただけます。
110平方メートル・定員75人
マイク設備やピアノがあります。

男女共同参画課主催のイベント・講座*の多くもこちらのお部屋で
行っております。

*…詳しくは最終ページをご覧ください。

1階

利用者の声

こどもの
部屋

～子育て支援団体の場合～
主な活動内容：親子でリトミック

ピアノがあり、リトミックをするには最適の広さと空間です。女性セン
ターゆうまつどは様々な年代の方の利用があり、みなさんが親子を温
かく見守ってくれていて子連れに優しい場所です。

1階受付奥のお部屋です。定員20人とそこまで大きな
お部屋ではなく椅子等の備品はありませんが、子ども用

のトイレがあり、おもちゃをご利用いただけます。フローリングで
椅 子・机 がないフラットなお部 屋なので、お子さんと遊 ぶ
活動やフラダンスや舞踊等裸足で行う活動の方にご利用
いただいています。
35平方メートル・定員20人 フローリングです。
靴を脱いで利用してください。また針等の利用はできません。

4階
多目的室
1・2

利用者の声
ホールと同じ4階に位置する多目的室１・２。比較的小さいお部屋ですが、その分学習会や

～ダンスサークルの場合～

会議を集中して行うことができます。それぞれ定員人数が異なりますので、ご予約前にご確認

主な活動内容：フラダンスの練習

ください。語学の勉強会や、手芸クラブ、NPO法人の会議等でご利用いただいています。
利用者の声
～編み物サークルの場合～
主な活動内容：
編み物をしながら親睦を深める

駅から近く明るくきれいな
会場を毎月4回18年間使っ
ています。時代も変わり会員も少なくなりましたが、人
数に関係なく利用を続けたいと会員一同願っています。
週一度集まって親睦を深めることで、老後の生活を有
意義に過ごしています。

会員の人たちと体を動かし、なごやかな楽しいひとときをすごし、
リフレッシュできます。
活動できる場所があってよかったです。

多目的室１
26平方メートル・
定員20人
フローリングです。
テーブル椅子が
あります。

（1時間当たりの使用料金）

利用申込
多目的室２
20平方メートル・
定員12人
フローリングです。
大きな作業台に
椅子があります。

昼間（9時～17時） 夜間（17時～21時）

女性センターの利用登録をお済ませの上、
「松戸市公共施設インター
ネット予約システム」
から申し込んでください。
●利用日の2ヶ月前の10日(9時～終日)に、
抽選申込ができます。結果は、
12日8時30分から確認できます。
●利用日の2ヶ月前の12日9時から、
随時、
空いている部屋の申し込みが
できます(先着順)。
●月4回まで、
利用できます。
※詳しくは、
ホームページをご覧になるか、
女性センター受付にお問い合せください。

©アキハマ・B・C
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ホ
4階

3階

ー

ル (定員75人)

330円

440円

多 目 的 室 1（定員20人）

160円

220円

多 目 的 室 2 (定員12人)

160円

220円

室 (定員36人)

270円

380円

160円

220円

研

修

1階 こどもの部屋（定員20人）

※松戸市民以外の団体が利用する場合は、
10割に相当する額を
加えた料金になります。

おかげさまで2020年創立24周年を迎えました！
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