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●6月11日（土）「地域発男と女とのフォーラム」において、

男女共同参画の推進に積極的に取り組んでいる4名､1事業者が表彰されました。

●6月21日（火）

「やまなし女性未来塾」が開塾しました。

広岡塾長、塾生30名が、様々なテーマに

取り組んでいます。



 第1回　男女共同参画基礎講座（男女共同参画アドバイザー養成
　　　　講座実行委員会との共催事業）

　5月29日（日）に内海崎貴子

さんを講師に性差別体験ワー

クショップが開催されました。

　参加者が小学校4年生にな

って性差別を擬似体験し、性差

別について話し合いました。

　地域における男女共同参画の学びをつくっていく具体的な手法を

学ぶ講座です。

 第1回　参加型学習の進め方

日　時　7月9日（土） 11：00～12：30・13：30～16：30

 第2回　ワークショップの技法

日　時　7月10日（日） 9：30～12：00・13：00～15：30

 第3回　参加型学習プログラムの企画と運営

日　時　7月17日（日） 11：00～12：30・13：30～16：00

 第4回　県外研修（国立女性教育会館）　8月27日（土）

 第5回　発表（10月上旬から11月下旬）

講　師　宇都宮大学教授　

　　　　廣瀬隆人さん

場　所　ぴゅあ総合・2階・大研修室

定　員　原則として全講座に参加できる方

　　　　30名

日　時　10月1日（土）・2日（日） 10：00～16：00

場　所　ぴゅあ総合

　ワークショップ・パフォーマンス・親子ふれあい広場・バザー・食の

体験・利用団体の発表・展示・お茶席・ミニコンサート・知って得するコ

ーナーなど多彩な催し物があります。

 記念講演会「男女共同参画と日本の将来」（仮題）

日　時　10月2日（日） 14：00～15：00

講　師　東京大学社会科学研究所教授

　　　　内閣府男女共同参画会議

　　　　影響調査専門調査会会長

　　　　大沢真理さん

性差別ってどんなこと？
～子どもに戻って感じてみよう～

プランナー養成講座（学習支援者養成講座）
～大人の学びを楽しむために～

子育て応援講座
「みんなで子育て育ち合い」

ぴゅあ総合フェスタ2005

※実施済み講座

※3館合同事業

日　時　5月21日（土）・6月4日（土）・6月25日（土）・

　　　　7月30日（土） 13：30～15：30

講　師　山梨大学助教授　栗田真司さん

　情報があふれる「メデ

ィア社会」を私たちは

生きています。意識形

成に大きな影響を与え

るメディアをジェンダー

の視点で見つめ直すと

さまざまなことが見えて

きます。楽しくわかりや

すく力のつく講座です。

 「ふれあいさわやかリズム体操」

日　時　7月2日（土） 10：00～12：00

講　師　3Ｂ体操公認指導士　杉原政子さん

　親子で、みんなで、ふれあいながらゆとりある関係を作りましょう。

 「心引きだすつみきで遊ぼう」

日　時　8月21日（日） 9：30～12：00

講　師　デザイン家具作家　荻野雅之さん　

　15,000個のつみきが赤ちゃんから大人までをとりこにします。

日　時　11月26日（土）・27日（日） 9：30～15：30

場　所　ぴゅあ峡南

　自主事業で学んだことの発表、地域での活動発表、講演、コンサー

ト、ダンス・料理・お茶席・工作などの体験、フリーマーケットなど盛り

だくさんです。

　10周年記念誌の発行と男女共同参画に関する実践体験文の募集

をします。

リーダー養成講座
「メディアを読み解く」 ※実施済み講座

ぴゅあ峡南10周年記念フェスティバル

総合 峡南

ぴゅあ峡南フェスティバル2004

県立男女共同参画推進センターの主な講座を紹介します。各講座の詳細、お申し込み方



〈日程等詳細は、決定次第チラシ配布やホームページでお知ら

せしますので、ご確認ください。〉

日　時　9月9日（金） 

　　　　13：30～15：30

場　所　自治会館

　　　　（甲府市蓬沢）

対　象　企業経営者､自治体首

　　　　長等組織のトップ､組織の人事・労務担当者、一般県民

講　師　日本ＩＢＭ㈱理事　渡辺善子さん

平成17年11月頃

　県では、女性の意欲と能力に応じた様々な活動を可能とし、

女性の積極的な社会参画を支援するため、「やまなし女性のチ

ャレンジ支援事業」に取り組んでいます。

　その一環として、これから就職する方、再就職したいと考え

ている方、ＮＰＯなど社会活動を始めたい方、起業に興味のあ

る方などを対象に、チャレンジ・シンポジウムを開催します。

　県内で活躍している女性が自分のチャレンジ体験を語るシ

ンポジウムのほか、チャレンジ支援機関の情報提供コーナーも

あります。

　チャレンジシンポジウムに参加して、社会へチャレンジする

自分を励ましましょう！

　ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）って何が問題なんだろう、

実態はどんなだろう、と思ったことはありませんか？

　県では、ＤＶに関する施策を総合的に実施するための基本計

画を、今年度策定します。この機会に、県民の皆様にＤＶについ

て知っていただくための講演会を実施します。

日　時　11月22日（火） 午後

場　所　男女共同参画推進センターぴゅあ総合大研修室

　講師は、女性に対する暴力の防止を専門に活動している戒

能民江さん（お茶の水女子大学教授）です。

　ＤＶのない社会の実現のためには、だれもが「配偶者間であ

ろうと暴力は許されない」「加害者を作らない（加害者となら

ない）」「暴力を見過ごさない」という強い気持ちを持つ必要

があります。ＤＶについて皆で考えるきっかけとなる講演会で

すので、ぜひ御参加ください。

・・いつでも、どこでも、誰でもチャレンジしたいときに、

チャレンジできる環境をつくります・・

　有識者、商工・労働関係団体、ＮＰＯ団体など25の関係機関・

団体からなるネットワーク会

議を5月24日に設立しました。

今後、一元的な情報提供や

相談を通し、意欲ある女性の

個性や能力が発揮できるよ

う支援していきます。

日　時　4月20日（水）

講　師　弁護士　杉井静子さん

　男は男らしく、女は女らしくとか、男は仕事、

女は家庭という考え方が徐々に崩れてきて

います。新しい法律は新しい男女のあり方を

提起しています。本当に自分らしい生き方と

人生設計とに法律はどうかかわっているのか

を学びました。

《受講者より》子育てをしながら仕事をしており、日々その両立に四苦

八苦している。男女とも子育て中は時間外労働等が制限されるというこ

とを知り、もっとそのことを周知していただきたいと思った。［30代女性］

ライフサイクルについて考える参考になった。［60代男性］

　夜間3回講座ですが、1回の受講もOKです。気軽に参加し、地域

まちづくりに生かしてみませんか？ 

 第1回　「男女共同参画の基本的な考え方」

日　時　9月13日（火） 19：00～20：30

 第2回　「男女共同参画と子育て」

日　時　10月15日（土） 19：00～20：30

 第3回　「男女共同参画と地域まちづくり」

日　時　11月12日（土） 19：00～20：30

講　師　山梨大学助教授　栗田真司さん

共　催　富士北麓・東部地域男女共同参画推進リーダーネットワーク

日　時　10月22日（土）・23日（日） 9：30～15：30

場　所　ぴゅあ富士

　ぴゅあ富士フェスティバルでは、記念講演会、フォーラム、活動発表、

ワークショップ、バザー、展示等を行い、学習や交流を深め、男女共

同参画社会の実現に向けて考える機会とします。

 ぴゅあ富士フェスティバル2005記念講演会
 「揺れる若者の現在と男女共同参画社会の展望」

日　時　10月22日（土） 13:30～15:30

講　師　東京大学社会科学研究所

　　　　助教授　玄田有史さん　

　「ニート―フリーターでもなく失業者でも

なく」等の著書を多数書かれている労働経

済学御専攻の玄田有史さんから、お話しいた

だきます。

《講師プロフィール》厚生労働省少子化をめぐる懇談会委員、内閣府男

女共同参画社会の将来像検討会委員等を歴任。著書―『仕事のなかの曖

昧な不安－揺れる若年の現在』『14歳からの仕事道（しごとみち）』等多数。

法律はライフサイクルとどうかかわっているか
～自分らしい生き方と人生設計～

ぴゅあ富士地域づくりセミナー
みんなで参画・まちづくり講座

男女共同参画推進のためのトップセミナー

やまなし女性のチャレンジ・シンポジウム

講演会「ドメスティックバイオレンスのない社会をめざして」

やまなし女性のチャレンジ支援ネットワーク会議発足

※実施済み講座

ぴゅあ富士フェスティバル2005

富士

法やその他講座については、各ぴゅあへご確認ください。



山梨県立男女共同参画推進センターは
男女共同参画に関する学習の機会と交流の場を提供すると
ともに、団体、グループ等の活動に施設を貸し出し、
県民の皆様の社会参画を支援します。
各施設 ●ぴゅあ総合、●ぴゅあ峡南、●ぴゅあ富士を
どうぞご利用ください。

 利用できる時間
午前9時から午後9時（夜間利用のない場合は午後5時）

 休館日
●毎週月曜日（休日［国民の祝日］の場合は除きます）

●休日の翌日（日曜日又は休日の場合は除きます）

●12月29日から翌年1月3日

 利用の申し込み
　所定の申請書に利用料金を添えて、利用日の3カ月前から3日前まで

に申し込んでください。午前9時から午後9時まで受け付けます。

（夜間利用のない場合は午後5時）

 託児受付
対　　象　0歳から6歳まで（就学前）

保育時間　午前9時から午後5時まで

　　　　　（ただし、正午から1時までは除く）

保育人数　10名程度

利用方法　所定の申請書で利用日の3日前までに申し込んでください。

■男女共同参画に関わる本、ビデオ等の貸し出しも行っています。

■講座のテープをお聴きになりたい方は各センターにお問いあわせ　

ください。

http://www.pref.yamanashi.jp/challenge/
　様々な分野でチャレンジしたい女性が、支援情報を一元的に入
手できるようにしたサイトです。国、県、市町村、NPOなど各関係機
関で提供されている情報や講座、イベントの紹介、活躍事例がご覧
いただけます。

山梨県男女共同参画課

〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 Tel 055-223-1358
E-mail：danjo@pref.yamanashi.lg.jp
U R L：http://www.pref.yamanashi.jp/barrier/html/
　　　　danjo/index.html/

山梨県立男女共同参画推進センター

〒400-0862 甲府市朝気1-2-2 Tel 055-235-4171

■編集・発行

　ぴゅあ総合では女性総合相談窓口を開設し、専任の相談員が、女性が

抱える様々な相談に応じています。

相 談 日　火曜日～日曜日（月曜日、祝日の翌日、年末年始は休み）

電話相談　9：00～17：00（相談専用電話055-237-7830）

面接相談　9：00～17：00（受付は16：00まで）

「やまなし女性の応援サイト」をご利用ください！

　7月から8月にかけて、20歳以上の県民の方から3,000人を無
作為に選んで、アンケート調査を実施しています。
　郵送でアンケート用紙が届いた方は、是非ご協力をお願いします。

「男女共同参画に関する県民意識・実態調査」
にご協力をお願いします！

女性総合相談を行っています

ご利用案内
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〒400-0862 山梨県甲府市朝気1-2-2
TEL 055-235-4171  FAX 055-235-1077

〒402-0052 山梨県都留市中央3-9-3
TEL 0554-45-1666  FAX 0554-45-1663

〒409-2305 山梨県南巨摩郡南部町内船9353-2
TEL 0556-64-4777  FAX 0556-64-4700

富士
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総合


