
普及・啓発事業 「やまなしの女性史を学ぶ　明治期の山梨か
ら羽ばたいた二人の女性　埴原久和代・早川かい」

第二回「秋田県女性解放運動の先駆者　早川かい」
■講師：佐々木ケイ子さん（前・秋田婦人ホーム施設長）
■日時：10 月 6 日（土）13：30 ～ 16：30
■会場：中研修室　■対象：どなたでも（要事前申込）
■定員：４０名　■受講：無料　■託児：あり（要予約）　
明治 10 年代に山梨県で生まれ、女子の小学校就学率でさえ
低かった時代に女学校や美術学校で学び、山梨という地域の
枠を超えて活躍した二人の女性を取り上げる講座シリーズの
二回目、「早川かい」さんです。

市民企画講座「防災料理講座」

■講師：山梨県料理学校講師
■日時：10 月 7 日（日）10：00~ 13:00
■会場：調理実習室　■対象：16 歳以上の男女（要事前申込）
■材料費：2,000 円（当日徴収）■持ち物：エプロン、マスク、
三角巾（バンダナ可）　■定員：３２名　■託児：あり（要予約）
防災備品食品を有効利用した料理講座を開催します。この機
会にご自宅の防災備品食品の確認をしてみませんか？
メニュー：ショートパスタのクリーム煮、高野豆腐唐揚げ、
カンパンのチョコクランチなど

普及・啓発事業　女性の活躍支援講座（3 回シリーズ）
「輝く女性のための キャリアアップレッスン」

①スキンケア・健康編
「いまさら聞けない基本の “ キ ” ～スキンケアと食事について～」
■講師：藤山陽子さん（CIDESCO インターナショナルエステティ
シャン） 　■日時：10 月 18 日（木）19：00 ~ 20：30

②ビジネスマナー編
「高感度アップ！聴く・話す・伝える技術」
■講師：田中真理子さん（アルソア本社㈱ お客様センター副部長）

■日時：11 月 13 日（火）19：00 ～ 20：30

③美肌メイク編
■講師：石原敏行さん（アルソア本社㈱ メイクアップアーティスト）

■日時：12 月 11 日（火）19：00 ～ 20：30　
■持ち物：鏡、タオル、ヘアピン、ティッシュ、普段使って
いるメイク品（チーク、アイシャドウなど）

―以下３回共通―
■会場：小研修室 1　■対象：働く女性、就活中の女性、キャ
リアアップを目指す女性　30 名（要事前申込）
■受講：無料　■持ち物：筆記用具　■託児：あり（要予約）
※①②③いずれかの受講も可能です。

全ての女性のキャリアを豊かにブラッシュアップするための
トレーニング講座です！

自主事業「親子でつくろう！アイシングクッキー教室」

■講師：保延愛さん（JSA アイシングクッキー認定講師）
■日時：10 月 17 日（水）10：30 ~ 11：30
■会場：調理実習室　■対象：親子（お子様は 2 歳以上から
参加可）■定員：２０名　
■材料費：700 円（要事前申込）　■託児：あり（要予約）　
手作りクッキーでハロウィンを盛り上げてみませんか？可愛
くておいしいオバケをつくりましょう！

普及・啓発事業　男女共同参画ネットワークセミナー実践講座
「男女共同参画の視点から考える 防災対策ワークショップ」

■講師：小野康樹 さん（南アルプス市社会福祉協議会）
■日時：11 月 17 日（土）13：00 ～ 15：00
■会場：大研修室　　■対象：市町村男女共同参画担当者、
男女共同参画推進委員、民間活動団体の方々、一般県民　
■定員：５０名（要事前申込）　■受講：無料　
■託児：あり（要予約）　
性別だけでなく地域における生活者の多様な視点、いわゆる

「男女共同参画の視点」を反映した防災対策と対応を、グルー
プワーク等を用いて学びながら、地域の防災意識向上につな
げるためのワークショップです。

普及・啓発事業 
「働く男女のためのハラスメントのない職場づくり」

■講師：桂香代子さん（一般財団法人女性労働協会第二事業
部部長）
■日時：11 月 28 日（水）18：30 ～ 20：00
■会場：小研修室 1　■対象：民間企業の社員および市町村
の職員、働いている一般県民　■定員：４０名（要事前申込）
■受講：無料　■託児：あり（要予約）　
様々なハラスメントについて知り、その現状や対策、男女が
ともに働きやすい環境づくりについて学ぶ講座です。

お申込みは、

TEL:055-235-4171　FAX:055-235-1077
sogoevent@yamanashi-bunka.or.jp
掲載事業には託児サービスがあります。（要事前予約）

詳しくは、ぴゅあ総合までおたずねください。
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ぴゅあ峡南フェスティバル２０１８講演会
「～あなたの物語、次のせりふは自分で決められます～
心をほぐすストレッチ。やわらかく生きてみませんか」

■講師：佐久間レイ　さん
（声優　歌手　劇作家　作詞家）
■日時：10 月 20 日（土）13：30 ～ 15：00
■会場：研修室
■対象：どなたでも 100 名
■参加費：無料
アニメーションや洋画の吹き替
え、テレビコマーシャル、番組
ナレーターでおなじみの佐久間
レイさんの講演会です（代表作
品『それいけ！アンパンマン』
のバタコさん、『魔女の宅急便』
の黒猫ジジ、『楽しいムーミン
一家』のミイなど）。ご自身の
体験を通じ、仕事や子育てなど
の家庭生活を充実させ、自分らしく生きるヒントについて、
朗読劇や歌も交えてお話いただきます。

自主事業　手芸・編み物講座
「指編みでショートマフラーを作ろう！」

■講師：稲葉 愛さん
■日時：10 月 28 日（日）10：00 ～ 12：30
■会場：工芸美術室
■対象：どなたでも 10 名
■参加費：800 円

（材料費等）
■持ち物：はさみ、筆記用具
かぎ針、編み棒を使わずに指で編むので、ざっくりとして、お
しゃれでやさしい出来上がりになり、さらに、指先の感覚を鍛
えるので脳の活性にもつながります。指を使って編んでいくの
で誰にでも出来て、子どもから大人まで楽しめます。
※キャンセルは、10 月 20 日までにご連絡ください。21 日
以降からは参加費をご負担していただきます。

普及啓発事業　男性にとっての男女共同参画
「メンズキッチン！パート 3」

■講師：栗田恭子さん（管理栄養士）
■日時：11 月 10 日（土）10：00 ～ 12：00
■会場：調理実習室
■対象：25 名（女性も歓迎）
■参加費：500 円（材料費）
■持ち物：エプロン、三角巾、お手ふきタオル、筆記用具
■メニュー：雑穀野菜めし、オニオンビーフソース、大根と
ブリの煮付け
料理初心者の人！またはレパートリーを増やしたい人！
この講座では、料理を通して家族との時間を充実させたい男
性を応援します。カジダン（家事
に積極的な男性）めざして料理を
楽しみましょう！
※キャンセルは、11 月 5 日までに
ご連絡ください。6 日以降からは
参加費をご負担していただきます。

普及啓発事業　子育て応援講座
「わくわくリトミックランド」

■講師：佐野貴子さん、長洞まゆさん
（リトミッククラブぽっけ）
■日時：11 月 21 日（水）10：30 ～ 11：30
■会場：研修室
■対象：1 ～ 3 歳のお子さまと保護者 15 組
■参加費：無料
■持ち物：飲み物、汗拭きタオル
音楽を通して集中力や思考力など、これからのお子さまの成
長に欠かせない基礎的なチカラをバランスよく養うリトミッ
ク。親子で楽しみながら、ココロとカラダをトレーニングし
ませんか？

お申込みは、

TEL:0556-64-4777　FAX:0556-64-4700
pure-kyonan@yamanashi-bunka.or.jp
掲載事業には託児サービスがあります。（要事前予約）

詳しくは、ぴゅあ峡南までおたずねください。
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女性のおしゃべりカフェ
「働き方をデザインする」

■講師：奈良美緒さん（都留市地域おこし協力隊）
■日時：１０月２０日（土）10：00 ～ 12：00
■会場：団体連絡室
■対象：一般女性 20 名 
■参加無料（要事前申込）
場所や時間に縛られず、自由な働き方を実現している講師の
素直な心情を聞きながら、今後の
働き方を見つめ直しませんか。

市民企画講座
「地場産の食材を使って男のお弁当作りレッスン」

■講師：長田文江さん（管理栄養士）
■日時：１０月１３日（土）9：30 ～ 12：00
■会場：調理実習室
■対象：男性 24 名
■参加費：700 円（要事前申込）
■持ち物：エプロン、三角巾（バンダナ可）、お手ふき、筆
記用具、お弁当箱
≪メニュー≫かぼちゃの富士湧水ポーク巻、にんじんとレー
ズンのラペ、ブロッコリーのナムル、さつまいもごはん、な
すの梅和え
おいしくて栄養バランスのよい
お弁当のコツを学んで、お子さん
やお孫さん、ご家族に作って、
みんなで一緒に出かけませんか。

ぴゅあ富士フェスティバル２０１８記念講演会
「男が介護するということ」～ケアメン１００万人時代の支援～

■講師：津止正敏さん（立命館大学産業社会学部教授）
■日時：１０月２８日（日）13：30 ～ 15：00
■会場：大研修室　■対象：どなたでも
■参加無料（要事前申込）
介護者の３人に１人は男性が占める時代です。男性介護者は、
家事や介護のスキルを獲得する機会が乏しく、孤立化しがち
であると指摘されています。介護する側もされる側も、家族
介護者の男性も女性も、誰もが安心して豊かな人生を送れる
メッセージにつなげたいと思います。

リプロダクティブヘルスライツ
「女性のカラダとココロエ～更年期を楽しく～」

■講師：武者稚枝子さん（稚枝子おおつきクリニック院長）
■日時：１１月１７日（土）15：00 ～ 16：30
■会場：団体連絡室
■対象：一般女性 20 名
■参加無料（要事前申込）
プレ更年期・更年期の不調は、閉経に向けてエストロゲンを
中心とする女性ホルモンが減少するために起こります。この
時期に起こる不調を解消するには、どうしたらよいのでしょ
うか。正しい女性ホルモンの知識を得て、カラダの変化を理
解し、更年期を楽しみたいですね。

男性の家庭参画講座
「子どもの発達と父親の役割」

■講師：石黒仁さん（シニア産業カウンセラー・２級キャリ
アコンサルティング技能士）
■日時：１１月２５日（日）・１２月２日（日）
　　　　 13：30 ～ 15：30（両日とも）
■会場：視聴覚音楽室
■対象：現役の父親またはこれから父親になる方 20 名（ご
夫婦の参加も大歓迎）
■参加無料（要事前申込）
父親が子どもに対するコミュニケーションを変えることで、
子どもの意欲や動機を引き出し、温かい親子関係を作ること
を目指す機会です。また、参加者で育児の悩みや不安などを
気軽に話す交流の時間も設けます。

お申込みは、

TEL:0554-45-1666　FAX:0554-45-1663
pure-fuji@yamanashi-bunka.or.jp
掲載事業には託児サービスがあります。（要事前予約）

詳しくは、ぴゅあ富士までおたずねください。
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奈良 美緒さん

石黒 仁さん


