
千葉市男女共同参画センターは男女が社会的に対等な関係を築き、
責任を分かち合う「男女共同参画社会」形成のための拠点施設です。 2021. 10月−12月

子どもを性被害から守る
〜子どもを被害者にも加害者にもしないために、大人が知っておきたいこと

女性に対する暴力をなくす運動
11月12日(金) 〜 11月25日(木)

児童虐待防止推進月間
（毎年11月)

10/16（土）10：30 〜 12：00
最近、子どもの性被害について頻繁に報道されていますが、子どもは、被害にあって
いるとの認識ができなかったり、大人に伝えることが難しかったりするため、ダメージ
が大きくなる危険性があります。被害を未然に防ぐためには、身を守るための知識を、
幼少期から大学生まで、発達段階に応じて繰り返し伝えることが効果的です。子ども
たちを守るために、プライベートゾーン、SNSの問題など最新の予防教育を学びます。

●講師：慶応義塾大学総合政策学部教授　警察庁長官官房付
小笠原  和美さん

●会場：蘇我コミュニティーセンター　ハーモニープラザ分館　講習室3・4
 （中央区千葉寺町1208-2　千葉ハーモニープラザ内）
●対象：市内在住・在勤・在学の方
●定員：30人 ●託児：あり　　●申込方法：事前申込（先着順）

※全ての催し物は、新型コロナウイルスの影響により、変更や中止・延期となる場合があります。

小笠原  和美さん

女性に対する暴力根絶の
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＜関連展示のご案内＞
期間：10月29日(金) 〜 11月24日(水)

男女共同参画センターの情報展示コーナーでは、大切な人を傷つけない
ために、デートＤＶや性被害についての企画展示を開催します。



少女マンガは時代を反映し、物語の中に登場する女性の描か
れ方も変化しています。マンガの中の働く女性の姿を通して、
多様な働き方、そして女性の生き方について考えてみましょう。

●講師：東北芸術工科大学芸術学部講師
　　　　トミヤマ　ユキコさん
●会場：蘇我コミュニティセンター
　　　　ハーモニープラザ分館　講習室３・４
　　　　（中央区千葉寺町1208−2
　　　　　千葉ハーモニープラザ内）
●対象：市内在住・在勤・在学の方
●定員：30人　　●受講料：無料
●託児：あり　　  ●申込方法：事前申込(先着順）

男女共同参画講座Ⅱ
〈労働系女子マンガ〉から見えてくる
女性の働き方

講演会＆グループセッション
「女性は管理職に
 なりたがらない？！」から考える
<無意識の思い込み>
〜ジェンダー・バイアスがない社会を目指すために〜

LGBT講座
きちんと知りたい“LGBT”のこと 
〜LGBTQ＋とSOGIから考える人権〜

12/4（土）14：00 〜 15：30

12/11（土）13：30 〜 16：00

12/5（日）10：30 〜 12：00
“LGBT”という言葉をニュース等でもよく聞くようになりました。
でも、言葉は知っていても内容はちょっと……という方もいると思
います。「“LGBT”って何？」「身近にいたらどうしたら？」「相談さ
れたら？」など、“LGBT”のことについて一緒に考えましょう。

●講師：臨床心理士・公認心理師
　　　　大賀　一樹さん
●会場：千葉市生涯学習センター
 （中央区弁天3-7-7）
●対象：市内在住・在勤・在学の方
●定員：30人　　●受講料：無料
●託児：あり
●申込方法：事前申込(先着順）
●共催：千葉市生涯学習センター
 （まなびフェスタ2021参加企画）

女性と管理職をめぐる現状や、社会のジェンダー・ステレオタ
イプなどについて、「無意識の思い込み」の視点から、大沢真
知子さんとともに考えてみませんか？
オンラインではグループセッションを実施します。参加者同士
の意見交換の中からもきっと発見があります。

●講師：日本女子大学名誉教授
　　　　大沢　真知子さん
●会場：申込時に選択してください
 ア）ＺＯＯＭを使用してのオンライン
 イ）千葉市男女共同参画センター　セミナールーム
 　　※ イ）での参加の場合講演聴講のみとなります。

質疑応答・グループセッションはオンライン参
加 者 の み とさ せ て 
いただきます。

●対象：市内在住・在勤・在学の方
●定員：ア）80人　イ）15人
●受講料：無料
●託児：あり（イ）での参加者のみ）
●申込方法：事前申込(先着順）

申込方法

チケット

講座に参加される皆さまへ

事前・先着・抽選

電話、メール、窓口でお申し込みください。
---------------------------------------------------------
①講座名　②参加者の氏名（ふりがな）　③郵便番号
④住所　　⑤年齢　　⑥電話番号
⑦託児希望の方は申込の際にお申し出ください。
---------------------------------------------------------
託児申込は開催日の2週間前までです。なお託児希望の方
には、別途記入書類書類や持ち物などをお知らせします。
注意： 「公民館共催事業」については、各講座案内欄の

申込方法をご確認下さい。
電　話　043-209-8771
メール　sankaku@f-cp.jp
※ sankaku@f-cp.jpからのメールを受け取れ

るように設定してください。

電話（043-209-8771）でご予約いただき、講座当日
にお支払いください。
キャンセルの場合は必ずご連絡をお願いします。
※対象は原則千葉市在住・在勤・在学の方です。

トミヤマ ユキコさん

ちば男女・みらいフォーラム2021

大賀 一樹さん

大沢 真知子さん

（1） 来館前には体温測定、受講の際には必ずマスク着用を
お願いします。また会場における新型コロナウイルス
感染症対策にご協力ください。

（2） 受講者本人及び家族など、周囲に風邪症状のある場合
や新型コロナウイルス感染症とされた方との濃厚接触
がある場合には、参加をお控えください。

< 個人情報の取扱いについて >
講座・イベントに参加される方の氏名や連絡先は必要に
応じて保健所等の公的機関に提供することがあります。

オンライン
講座



＜キャリア支援セミナー＞
アラフィフのあなたへ  女性 50 代からのキャリアデザイン

家庭生活における参画・現代的課題講座

暮らしが変わる！整理収納術〜新しい家族のスタイル見つけよう〜

子育て応援プログラム

〜子どもの笑顔を引き出す、心なごむ家族の時間〜

11/6（土） 、11/13（土）10：00 〜 11：45（全２回）

10/31（日）10：00 〜 11：30

10/16（土） 、10/30（土）10：30 〜 12：00（全２回）

人生100年時代。得意なこと、これからやりたいこと、手放すことは？女性50代からのライフスタイルもイメージしながら、
自分らしいキャリアデザインを考え、後半の人生を“私らしく生きる”ための講座です。

●講師：マイキャリア・ラボ代表　キャリアコンサルタント
　　　　森　ゆきさん
●会場：千葉市男女共同参画センター　セミナールーム
●対象：市内在住・在勤の50歳前後の働く女性　　●定員：15人（全２回とも受講可能な方）
●受講料：無料　　●申込方法：事前申込（先着順）

働く女性が増え、ライフスタイルや世帯構造の変化など、
女性や家庭を取り巻く環境は大きく変化していますが、現
在のコロナ禍においても、ステイホームの状況の中、女性
に様々な家事労働の負担は増えている現実があります。夫
婦・家族が互いに協力し合い、コミュニケーションをはか

りながら家事を共に担うため
の身近な取組のヒントなど、
暮らしに役立つ知識や整理収
納術を家族で学びましょう！

●講師：「暮らし整えラボ」代表、
 親・子の片付けインストラクター
 海老原　葉月さん
●会場：生浜公民館　２階　多目的ホール
　　　　（中央区生実町67-1）
●対象：夫婦・カップルなど
●定員：10組（20人）
●受講料：無料　　●託児：あり
●申込方法： 受付期間 10/2(土) 〜 10/6(水)17時まで。男

女共同参画センター・ 生浜公民館(263-0268)
へ事前申込(抽選)　

●共催：生浜公民館

イヤイヤ期の幼児を持つ親を対象に講義と参加型の講座を通じて家族が子育てに向き合い、楽しさも体感してください。１回
目は、家族の「勇気」、「元気」、「やる気」を引き出すための“PEP TALK（ペップトーク）”「励ましの言葉がけ」を学びます。
２回目は、伝承文化のわらべうたの優しい世界観を感じながら、心なごむ時間を親子で一緒に楽しみましょう！

●会場：朝日ケ丘公民館　２階　講義室
 （花見川区朝日ケ丘1-1-30）
●対象：市内在住で２歳前後の子を子育て中の親と子
　　　　※全２回とも受講可能な方
●定員：第１回　12人（２歳前後の子を子育て中の親のみ）
　　　　第２回　12組（２歳前後の子と親）
●受講料：無料　　●託児：あり（第１回目／要予約）
●申込方法：受付期間 10/1(金) 〜 10/5(火)17時まで。
　　　　　　男女共同参画センター・朝日ケ丘公民館
 　　(272-4961)へ事前申込(抽選)
●共催：朝日ケ丘公民館

●講師：第１回　日本ペップトーク普及協会講師
　　　　　　　　菅野　昭子さん
　　　　第２回　リトミック講師、ミュージカル歌手、
　　　　　　　　元劇団四季
　　　　　　　　松葉　梨香さん

森 ゆきさん

海老原 葉月さん

松葉 梨香さん菅野 昭子さん

①11/6(土)
50代からの自分らしい
キャリアの考え方

②11/13(土)
お手本のない未来を生きる、
私たちの未来設計図を描いてみよう

<カリキュラム>



<写真展>

難民女性の活躍
〜社会を支え、リードする女性たち〜
9/10（水）〜10/20（金）
場所：情報資料センター内
　　　「ジェンダー平等フォーラム」コーナー
国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）駐日事務所：（United 
Nations High Commissioner for Refugees）のご協力により、 
難民女性のエンパワーメントとジェンダー平等に関する
UNHCRの取組を紹介しています。関連書籍や資料もござい
ますので、ご覧ください。

 ちば男女・みらいフォーラム 2021

おとおとのワークショップ「たたいて！ならして！あきかんミュージック」
11/28（日）10：00 〜 12：00

千葉市男女共同参画センター

〒260-0844
千葉市中央区千葉寺町1208番2  千葉市ハーモニープラザ内Ａ棟

TEL. 043-209-8771
FAX. 043-209-8776　E-mail: sankaku@f-cp.jp
HP: https:www.chp.or.jp/danjo/
休館日／月曜日、祝日、年末年始

発行<指定管理者>公益財団法人千葉市文化振興財団
（ハーモニープラザ管理運営共同事業体構成団体）

情報資料センター

Twitter
やってます

ちば男女・みらいフォーラム2021
SDGｓ ワークショップ
〜手作りブックスタンドで本をかざろう！〜
12/4（土）10：00〜11：30
牛乳パックを使って、環境にやさしいブックスタンドを作り
ます。出来上がったら、SDGｓコーナーの本の中からおすす
めしたい1冊を選んでかざってみましょう。絵本の読み聞か
せもおこないます。（作ったブックスタンドのうち、1つは
おうちでお使いください。）

●会場：千葉市男女共同参画センター１階　情報資料センター
●対象：千葉市在住の小学生
●持ち物：空の1000㎖牛乳パック２個、はさみ、じょうぎ
●定員：６人　　●受講料：無料
●申込方法：事前申込（先着順）

ブックリストは
こちらから

演奏動画は
こちら

伊澤 陽一さん 持ってくるスチール缶のイメージ

　12月6日(月)〜12月12日(日)は、令和３年度千葉市男
女共同参画週間です。
　「参画週間」は市民及び事業者の男女共同参画社会の
形成に関する関心を高め、理解を深めるとともに、男女
共同参画社会の形成に向けた取組が積極的に行われるよ
う設けられています。
　千葉市男女共同参画センターでは、参画週間の時期に
合わせ、「ちば男女・みらいフォーラム2021」を開催し
ます。オンライン講演会をはじめ、市民企画等による講
座の実施や特集展示など、また、子どもたちや親子でご
参加頂ける催しについても、今号で募集を開始していま
すが、次号の「講座ニュース特別編集版」（11月発行）
もぜひご覧ください。
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●講師：スティールパン奏者　伊澤  陽一さん
●会場：千葉市男女共同参画センター　セミナールーム
●対象：千葉市在住の小学生とその保護者
●定員：８組
● 持ち物：スチール缶５個、エプロン、
　　　　　軍手または作業手袋（安全のため）
●申込方法：事前予約  10/1（金）〜
　　　　　　（チケット購入は当日）
●受講料：1,000円（１組）

お知らせ


