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はばたき２１テーマ

「ジェンダーへの気づき

私の“ちから” ― 私を生きる」
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2008 男女平等推進フォーラム

９／２７(土)・２８(日)開催！

▼男女平等推進フォーラム記念講演

講談師 宝井 琴桜さんが語る！「女もいきいき 男もいきいき」

入場無料

９月２８日(日) 午後２時～
会場
定員

台東区生涯学習センター２階
３００名(当日先着順)

託児

要予約（１歳以上の未就学児）
※手話通訳あり！

ミレニアムホール

講師 宝井 琴桜（たからい きんおう）さん

プロフィール

秋田県横手市出身
1968 年 田辺一鶴に入門
1969 年 5 代目宝井馬琴門下となり、内弟子として本格的に修業を始める
1971 年 二つ目昇進
1975 年 女性初の真打昇進
1996 年 95 年度東京女性財団賞受賞
古典の他、各地の伝説や歴史上の女性を創作講談として自作自演。特に現
代の女性問題を楽しく語る「山下さんちの物語」シリーズに力を入れている。

▼ワークショップのご案内
日
時間
テーマ
10：00～11：30 絵手紙を描いてみませんか？
東京の女性ホームレスと関わった
10：00～12：00
私の生き方
10：00～12：00 ヨガ
10：00～12：15 巻き結びを使ったネックレス
９
コミュニティ・カフェ
月
10：00～16：00
（14:00～15:30 は折り紙教室）
27
日
13：00～15：30 表千家 お茶席
13：30～15：30 樋口一葉 ～お話と朗読～
14：00～16：00 女性の為の心理学
14：00～16：00 名刺・ネームシール体験講座
15：00～16：00 小さな音楽会
9：30～12：00 みんなで手作りしよう！
楽しくあそぼ
９ 10：00～11：30
～手作りおもちゃ、歌あそび～
月 10：00～12：00 簡単小物作り
28 10：00～12：30 革で作るエコバック
日 11：00～12：00 絵本の世界を楽しもう！
11：30～12：30

台湾料理

実施場所
情報コーナー

浅草絵手紙さちの会

実施団体

404 企画室

台東女性史あゆみの会

和室さくら
活動交流コーナー

新日本婦人の会 台東支部

調理コーナー

コミュニティ・カフェ運営委員会

和室あさがお
403・404 企画室
情報コーナー
活動交流コーナー
407 研修室
活動交流コーナー

水曜会

こども室

新保育学会

情報コーナー
403・404 企画室
407 研修室

手編み物同好会

調理コーナー

サークルやまとことば・
やさしい日本語

翠の会

台東区男女平等条例をまなぶ会
APL・パラカウンセリング研究所
ＩＴボランティア 虹の会
村治ギターアンサンブル
みどりの会

はるかぜ
たいとう絵本の泉

●今年度 春から夏に開催された講座 「参加者からの声」
女性のためのこころとからだのリラクゼーション講座

講師：花崎 昌さん（心理カウンセラー）

ママのためのハッピー♪コミュニケーション講座
講師：岩井 美代子さん（エンパワーYOU ネットワーク代表）

★とてもリラックスでき、帰宅した後も体調よか
った。

★自分を大切にする事、相手を大切にする事の大切さと
素晴らしさを実感しました。

★普段いかに身体に力を入れて生活しているかが
わかった。

★自分を大切に尊重する、好きになるということが、コ
ミュニケーションの第一歩と知ることができておど
ろいた。

★リラックスや呼吸、ゆがみなど大変役立つ内容
でよかった。家でもやってみたいと思う。
★体の力を抜く呼吸法や「手当て」は自分で簡単
にできるので、時間が空いた時にやってみたい。

★自分の気持ちに気づき、自分自身を大切にすることが
できるようになりました。
★日々の生活の中で「聞いてもらう」事ってまったくな
いので、癒されました。

●「公募事業」が決定しました！秋以降続々開催予定！
▼「はばたき２１」区民学習支援事業 (会場：男女平等推進プラザ)
講座名
実施日
定員・参加費（対象）
講師

10/4(土)
～マヤとティボリと私たち 10/11(土)
の暮らしのつながり～
13:30～16:00
女たちと森

10/7(火)
10/21(火)
11/11(火)
18:30～20:30

戦後、そして今

数字で読み解く男女平
10/22（水）
等
11/5（水）
～区民の目線で読む
台東区民男女平等意識調査 18:30～20:30

実施団体

託児

１回目 20

名・2 回目 25 名・ 大田みほさん
1000 円/全 2 回分(1 回の 森田奈美さん
み 700 円)中学生以下無料
町田美千代さん
（どなたでも）

はるかぜ

有

25 名（どなたでも）
200 円/全３回分

石山久男さん

台東女性史
あゆみの会

有

西山千恵子さん
高橋由紀さん
瀬山紀子さん

台東区男女
平等条例を
まなぶ会

無

40 名・500 円/全 2 回分
藤原志帆子さん
（１回のみ 250 円）
百瀬 圭吾さん
中高生無料（どなたでも）

たいとう
女性ネット
ワーク

有

40 名・500 円/全 2 回分
（どなたでも）

～

「あなた」もねらわれ 11/1(土)
ている～身近な体験から人 11/15(土)
身取引を考える～
13:30～15:30

全講座 託児付き

▼「はばたき２１」地域のチカラ講座
講座名
きいて つくって

気づいて

納得

～ハンドバックの歴史と文化～

（仮）韓国料理と韓国の家族関係
声を出すって気持ちイイ！
声と言葉のトレーニング
井戸端会議しませんか
～「子どもの育ち」と「親の育ち」を
支える関係づくり～

(会場：男女平等推進プラザ)

実施日
10/2(木)10/9(木)
10/16(木)
10：00～12：00
1/24（土）2/14（土）
2/28（土）
10：00～13：00
2/11（木）2/26（木）
3/5（木）
10：00～12：00
3/3（火）
10：00～12：00

定員・参加費（対象）
10 名・500 円/全 3 回分
（区内在住・在勤・在学の方）

12 名・材料費程度
（区内在住・在勤で 20 歳以上
の女性）

10 名・無料
（区内在住・在勤の女性）

10 名・無料
（区内在住・在勤・在学の方）

講師
伊澤 弘智さん
うん みぎょん

殷 美卿

さん

浅田 智子さん

大谷 千恵子さん

「はばたき２１」インフォメーション
●「はばたき２１」の団体登録制度をご存知ですか？
「はばたき２１」の団体登録制度は、男女共同参画社会の実現を目指し、
「はばたき２１」男女平等推進
プラザを活動の拠点とする団体への活動支援を目的にした登録制度です。
登録されると、プラザ企画室の優先予約や、使用料減額(５０％減額)、団体ロッカーの使用、
展示コーナー、パンフレット台の利用などの特典を受けることができます。

▼その他にも、こんな特典があります！
◎ 「はばたき２１」区民学習活動支援事業を活用して講座を開催できます。
◎ 男女平等推進フォーラムでワークショップを開催できます。

◎ 男女平等推進団体交流会で、他団体と交流や情報交換ができます。
みなさまのグループ活動の幅をひろげるために、ぜひご活用ください！

▼「はばたき２１」男女平等推進団体の紹介
「 ＩＴボラ ンティア

１２

虹の 会」 は 、 週 末 を 中 心 に 毎 月 ３ ～ ４ 回 程 度

時まで初心者向け無料パソコン相談会を男女平等推進プラ

名の方から相談を

２５０

１０

時～

歳以上の方で、昨年は延べ

６０

ザの交流コーナーで開催し、今年で５年目になります。

相談者の６割は

受けました。

相談に来られる方からは、自宅にパソコンはあるものの子供にパソ

コンの使い方を何度も聞くと嫌がられるが、ここではそのような事が

ないので来やすいと聞きます。

ここ数年は、デジタルカメラで孫を撮影し、カメラとノートパソコ

ンを持参して取り込みや編集の方法を問われる方や台東区主催のパ

ソコン講座の延長として来る方が増えてきました。

１１

月頃になると年賀状作成の質問が多くなります。

初めは全くパソコン の操作ができなかった方 からパソコンで作成

した年賀状を頂いた時は、非常に嬉しかった事を覚えています。

７０

歳後半の方で毎回のように相談に来られる方もおり、覚えようと

いう熱意を感じて逆に刺激を受ける事が多々あります。

私自身、平日は会社務めで時間に追われている為、相談会の時間は

色々な方々と話しができて良い気分転換の場になっています。

中村 晃久
相談会

これからも、こうしてパソコン相談会の活動を通して、性別や世代

「ＩＴボランティア 虹の会 」
初心者向

に関わらず、誰もがイキイキと生きるお手伝いができたら幸いです。

今回は、男女平等推進団体(2008 年 8 月現在登録団体 33 団体)である、「ＩＴボランティア 虹の
会」の中村 晃久さんから、活動の体験や思いを寄せていただきましたので、ご紹介します。

▼「はばたき２１」男女平等推進団体の皆様へ
「はばたき２１」では、男女平等推進団体の活動を「はばたき２１☆NEWS」で紹介させて頂きた
いと思います。活動をしていて感じることや思い､エピソードなど、ぜひお寄せください！
お待ちしています。

● コミュニティ・カフェ
「はばたき２１」では、ご利用者同士が垣根を越えて、気さくに声をかけ合い、
知り合うことのできる交流の場、コミュニティ・カフェを、区民の運営委員によって
企画・開催しています。ぜひお気軽にお越しください。（予約不要・参加費無料）

日時 毎月第３土曜日 午後 ２時～４時 (8/16、9/20、10/18、11/８、12/20)
場所 「はばたき２１」男女平等推進プラザ 調理コーナー
男女平等推進フォーラムでも、コミュニティ・カフェを開催します！

９月２８日(土)１０時～１６時
１４時～１５時３０分は、折り紙教室を開きますので
ぜひご参加ください。 (予約不要・参加費無料)

● こころと生きかたなんでも相談
― ひとりで悩まずご利用ください ―

● 「はばたき２１通信」

最新号(第１６号)８月発行！

自分の生き方や人間関係、家族や子育てのこと、パー
トナーからの暴力などの相談に女性カウンセラーが応

今回は、台東区で平成 19 年度に実施した

じます。（予約制・無料）

「男女平等に関する区民意識調査」結果の
一部を紹介します。

予約専用電話番号

０３－５２４６－５８１９
日時 火曜日・土曜日

午前１０時～午後４時
水曜日・木曜日 午後 ５時～午後９時
(電話または面接相談・1 回 50 分)

※火曜日・土曜日は託児（1 歳以上の未就学児）あります！
(要予約・無料)

「日常生活の役割分担について」
「男女
平等感」「ドメスティック・バイオレン
スについて」等、男女の意識や実態には、
どんな違いがあるのでしょうか？
また、みなさんの意識や実態とは、どん
な違いがありますか？
ぜひ、ご覧ください！

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

編集・発行

「はばたき２１」台東区立男女平等推進プラザ
「はばたき２１」

場所 台東区西浅草３－２５－１６
(台東区生涯学習センター４階)

台東区立男女平等推進プラザは、
「性別に関わらず 誰もが自分らしく
生きる」男女共同参画社会を
実現するための区民活動の
拠点施設です。

ホームページ

http://www.taitocity.net/habataki21/

０３-５２４６-５８１６

電話
※休館日以外の午前９時～午後５時まで
開館時間

午前 9 時～午後 10 時

休館日・ 第１、第３、第５月曜日
（祝日にあたる場合はその翌日）
・ 年末年始
（１２月２８日～１月４日）

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

