
ＨＡＰＰＹ ＤＡＹ（0歳からの親子イベント）～家族っていいなぁ～ 

日 時： 11月 ９日（土）・10日（日） 9：30～15：30 

場 所： ハートフルスクエアーＧ 1・2階 各研修室 

      2日間にわたり、親子で楽しめるイベントを開催します。 

      当日自由参加できる催し物もありますので、ぜひご家族でお越しください！ 

【当日自由参加できる催し物】 

9日（土） ★ミニＳＬに乗ろう!!   ★ミナモちゃんと遊ぼう！  

  ★中部学院大生による「大道芸ショー」   

  ★大垣女子短大生による「人気キャラクターショー」  

  ★親子で遊びま専科  ★パパママ育児健康相談  

  ★パパの妊婦体験コーナー   ★手付り玩具で遊ぼう 

  ★移動児童館「カロムで遊ぼう」            

10日（日） ★ロボットと一緒になわとびをしよう！   

  ★手作り楽器で遊ぼうーわいわいコンサート  

  ★岐阜女子大生による「親子で学ぶ食育と手遊び」  

  ★木の実のメモスタンド  ★チリメンモンスターをさがせ！                    

【2日間とも】   ★ファミリーフォトを作ろう ★わくわくお絵かき・ぬりえコーナー 

【展 示】  ★わが家のお弁当自慢写真展示コーナー   

11/1（金）～13（水）   ★てっての会・子育て支援サロンの活動報告 

 

 

 

 

 11月 12月 1月 2月 3月 

法律 
12日 10日 14日 11日 11日 

19日 17日 21日 18日 18日 

心 13日 11日 8日 12日 12日 

家計 21日 19日 16日 20日 20日 

健康 

9日 14日 11日 8日 8日 

16日 21日 18日 15日 15日 

23日 28日 25日 22日 22日 
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女性センター イベント・講座のご案内 

 時間など、詳しくはチラシ・   

 ＨＰ・広報ぎふ（１０/１・    

11/1号）をご覧ください 

女性のための悩み相談コーナー 

☆専門相談（面接）13:00～15:00 

  要予約： ☎ （058）268－1052 

 

 

☆ 一般相談（電話） 

０１２０－７８６８７４

ナ ヤ ム ハ ナ シ

 

（通話無料） 

受付時間：月～土曜  

10:00～12:00  13:00～16:00 

＊ただし、祝日・休館日（毎月最終火曜日）、年末年

始（12/29～１/３）とイベント開催日を除く。 

 （また相談員の研修によりお休みする場合がございますが、

ご了承ください。） 

 

「世界からの風をうけて 

～女性が変わる、男性も変わる、働いて生きる元気～」 

     

「夢はきっと、かなうものです～趣味がホンキになる時～」 

   

 全国的に毎年６月２３日から２９日は「男女共同参画週間」です。赤松良子さんは『男女雇用機会均等法』

の立案・制定（1985 年）に携わった方として有名です。 

講演会では「女性が輝ける環境を整えるために！」と、均等法の制定までの険しい道のりを語られました。 

受講者の方からも、「女性の道が開けたことが大きく、その道を作って下さった努力を強く感じました」

「かたい話をされるだろうと思っていたけれど、とてもわかりやすく面白かった」との声をいただきました。 

ユーモアな話の中にも、今、私達にある当然の権利についてあらためて考えることができました。 

 午前中は、赤松さんが製作に関わったドキュメンタリー映画「ベアテの贈りもの」を上映しました。 

  

開催日時：６月２９日（土） 第１部（上映会）：１０：００～１１：３０ 

               第２部（講演会）：１３：３０～１５：３０ 

講  師： 赤松 良子 氏 （元労働省婦人局長・元文部大臣） 

 

開催日時：６月２４日（月）１０：３０～１２：００ 

 ゲ ス ト：ハンドメイド作家 cl'e 酒井 奈津子 氏 

 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：ＮＰＯ法人クローバ！理事長 島田 貴子 氏 

 岐阜市在住の人気ハンドメイド作家、酒井さんをゲストにお迎えし、交流会を行いました。 

 素敵なオリジナル作品が展示され、参加者の方は目を輝かし、専業主婦からハンドメイド作家として活躍

されるまでの苦労話やエピソードをお聞きし、その後皆さんと交流を図りました。 

 また酒井さんの作品は、この事業の一環として行った「ぎふの女性たちが作ったカタチあるもの展」にも

展示されました。  

 

参加費すべて無料 

特集 

協力： NPO法人クローバ！ ・ cl'e ・ Fulura 

choco＊choco ・ 姑娘（くーにゃん）  

あっきゅん ・ くろっぷ・あん ・ にじいろかん 

 

http://www/
http://www.printout.jp/clipart/clipart_d/06_foods/06_box_lunch/clipart1.html


おしゃべりサロン ～ぎふの輝き人～ 

シンガポール！刺激的な異文化との出会いと共存 

日 時：１１月２３日（土・祝）13:30～15:０0 

ゲ ス ト：高橋 美由紀 氏 

      愛知教育大学・大学院 教授 

場  所：ハートフルスクエアーＧ 2 階 研修室５０ 

対 象：３０名（一般） 

      （応募者多数の場合は抽選） 

申込方法：往復はがき・Ｅメール 

応募締切：平成２５年１１月１２日（火）必着 

受 講 料：無料 

 「消費税ＵＰに備える家計術」というタイムリーな内容であったため、大変反響がありました。 

将来の負担増を意識はしているものの、いざ具体的にどうしたらよいのか分からない中、問題の解決

につながるアドバイスをいただきました。 

 改めて家計を振り返る機会となり、有意義な時間となりました。 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 程 内  容 

7 月 10 日(水) 子どもに起こりやすい事故の予防と手当て 

7 月 1１日(木) ＡＥＤを含む子どもの心肺蘇生法 

7 月 1２日(金) 子どもの病気の予防と看病のしかた 

Part１． 転ばぬ先の杖～成年後見制度を知る～ 

    
平成 25年 10月 

 

 第３１号 

Part２． 知らなきゃ損！～消費税ＵＰに備える家計術～ 

    

夢。希望。可能性。～西アフリカで得たものは無限大～ 

   

・今後の家計をどのようにしていけばいいのか（保険の見直しや家計

簿のつけ方など）、たくさんのヒントがもらえました。（４０代・女性） 

・家計を見直すきっかけとなり、今後に備える知識が深まりました。

（３０代・女性） 

 来年４月の消費税ＵＰが現実となりました。以下のことを確実に実行して 

家計防衛しましょう！！  

（１） 支出にメリハリをつけ、収入の範囲内で生活をする。 

 （２） 一定額を貯蓄する。 

 （３） 夫婦で働き、６０歳以降もできる限り働く。 

そのためには健康でいること！！家族が協力し合うことが必要ですね！！ 

 

ココロを軽くする♪相談セミナー 

Part３．眠れない～快適睡眠のススメ～ 

日 時：１２月８日（日）13:30～15:30 

講 師：北島 剛司 氏 

       藤田保健衛生大学医学部 准教授 

場  所：ハートフルスクエアーＧ 2 階 大研修室 

対 象：７０名（一般） 

      （応募者多数の場合は抽選） 

申込方法：往復はがき・Ｅメール 

応募締切：平成２５年１１月２７日（水）必着 

受 講 料：無料 

 認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、

本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。 

 近年、相談が多く寄せられる『成年後見制度』にスポットをあてました。「言葉はよく耳にする

けど、一体どんな制度なの？」との声を受け、初めての方にもわかりやすい講座を開催しました。 

後見制度の種類や後見人の役割、申請の仕方などを教わり、質疑応答コーナーでは様々な角度か

らの質問が出て、内容が深まりました。今後ますます高齢化社会になるため、必要な知識であると

感じました。 

 西アフリカにあるブルキナファソで感染症対策のために活動をされた森さん。とてもエネルギッシュで、

目を輝かせながら話をされる姿に、夢と元気をもらいました。 

 前半は、スライドを使って活動の様子をお話いただき、後半は参加者とのフリートーキングの２部構成。

フリートーキングでは、「海外ボランティアの課題」についてまで話が広がり、温かな雰囲気の中にも、内容

の充実したサロンとなりました。 

 

開催日時：６月２２日（土）１３：３０～１５：３０ 

 講  師：森川 幸江 氏（弁護士法人 森川・鈴木法律事務所） 

開催日時：９月１４日（土）１３：３０～１５：３０ 

 講  師：三輪 貴子 氏（１級ファイナンシャル・プランニング技能士・ＣＦＰ） 

） 

開催日時：７月１３日（土）１３：３０～１５：００ 

 ゲ ス ト：森 りさ 氏（元青年海外協力隊員） 

「子育て指導者サポート事業」赤十字幼児安全法“すくすく子育てサポート事業” 

そのとき！！に備えて…      協力：日本赤十字社 岐阜県支部 

   

 毎年好評のこの講座！今年は子育て中のマ

マだけでなく、男性やお孫さんのためにと受

講される方もおられ、皆さんの一生懸命学ぶ

姿が印象的でした。 

「もしもの時の不安が少し解消された」と

の感想をいただきました。 

  

  

＊申込先は最終ページをご覧ください 

 

＜全３回＞ 

すべて１０：００～１２：００ 

受講生の声 




