
 

 平成２７年 ３月 １日（日） 
 コウケンテツ 氏（料理研究家） 

 

平成２７年 ３月 １日（日）13：30～15：00 

 

 

講師： 料理研究家  

     コウケンテツ 氏 

 

                                                      

 

 

 

5月 2３日（土） 13：30～15：00 

            5月 2３日（土） 13：30～15：00 

 

 

 平成２７年 ３月 １日（日） 
 コウケンテツ 氏（料理研究家） 

 

 

 6月 7月 8月 9月 10月 

法律 
9日 14日 11日 8日 13日 

16日 21日 18日 15日 20日 

心 10日 8日 12日 9日 14日 

家計 18日 16日 20日 17日 15日 

健康 

13日 11日 8日 12日 10日 

20日 18日 15日 19日 17日 

27日 25日 22日 26日 24日 

旬の素材を生かした簡単でヘルシーなメニューに定評があり、テレビ

や雑誌、講演会などで活躍中の一男一女のパパでもあるコウケンテツさ

んを講師にお迎えしました。 

ご自身の経験をもとに男性の家事・育児参加、親子の食育、また食を

通してコミュニケーションを広げる活動についての講演で大変多くの方

にご参加いただきました。食の大切さを楽しく教えていただきながらも

関西弁での失敗談では笑いもあり、あっという間の充実した講演会でし

た。 

託児を利用して参加された方からは「子どもを預けてゆっくりと夫婦

で学ぶことができて良かった」と感想をいただきました。 

 

 

女性センター 講座のご案内 
＊すべて無料・託児あり 

  

女性のための悩み相談コーナー 

 

「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講習”そのとき!! に備えて… 

日時：7 月 8 日（水）・9 日（木）＜全 2 回＞ 

   10：00～12：00 

協力：日本赤十字社岐阜県支部 幼児安全法指導員 

定員：25 名（男女問わず） 

会場：ハートフルスクエアーG 2 階 中研修室 

締切：6 月 25 日（木）必着 

 

 

＜ケンテツさんからのアドバイス＞  

・人の寿命（健康）は食べた野菜の量に 

 比例すると言われています。 

 →都道府県別 平均寿命ランキング 1 位の長野    

  県は一人当たりの野菜の消費量も 1番多い。 

・料理は五感をフルに活用するので脳に良く、 

 子どもの脳を活性化する。 

 →責任感、達成感、満足感、自信につながる。 

・夫を父親の脳に変える必要があると思う。 

 →妻は出産で母になるが夫には父親になるため  

  の教育が必要では…。 

 ０～３歳のお子さんとパパ、ママ、おじいちゃん、おばあちゃん、一緒に遊びませんか？      

「こどもの部屋」でおしゃべりをしたり、おもちゃや季節の小物を作ったり、みんなで絵本を読んだり

して楽しい時間を過ごしましょう！ 

 

 

 

子育て支援サロン 

活動：火曜日（毎月の最終火曜日はお休み）    

   10：00～12：00 

   ハートフルスクエアーG 2階 こどもの部屋 

   参加無料（活動保険が年間 900円必要です。） 

 

 

 

 募集中 

リトミックが年３回あります！ 

 6/23・11/17・2/16（火） 

＜参加費：親子１組 500 円＞ 

 

 

 

おしゃべりサロン～ぎふの輝き人～ 

ためしてなるほど…！子どもの自己肯定感が     

アップする生活習慣づくりと学習法 

日時：7 月 16 日（木）13：30～15：00 

ｹﾞｽﾄ：近藤 真庸 氏 （岐阜大学教授） 

定員：60 名（男女問わず） 

会場：ハートフルスクエアーG 2 階 大研修室 

締切：7 月 6 日（月）必着 

 

 

ワーク・ライフ・バランス講座 

心のインナーマッスル（回復力）を鍛えよう！ 

日時：8 月 22 日（土）・29 日（土）＜全 2 回＞ 

   13：30～15：00 

講師：中島 知賀 氏（シニア産業カウンセラー） 

定員：30 名（男性限定） 

会場：ハートフルスクエアーG 2 階 中研修室 

締切：8 月 11 日（月）必着 

 

 

＜お申込み方法＞  

往復はがき又はＥメールに、①講座名 ②〒・住所 ③氏

名 ④年齢 ⑤性別 ⑥電話番号（⑦託児希望の方はお子

様の氏名・生年月日・性別）を明記の上、女性センター

までお申込み下さい。直接申込みの場合は、返信用はが

きをご持参下さい。（託児：満１歳～未就学児対象） 

※お申込み多数の場合（託児希望多数も）抽選です。 

☆ 一般相談（電話）＜通話無料＞       

 ０１２０－７８６８７４

ナ ヤ ム ハ ナ シ

 

  お気軽にご相談ください 

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） 

   （相談員の研修等によりお休みする場合がございます。） 

                           秘密厳守です！ 

 

発行：岐阜市女性センター（指定管理者：公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団） 

〒500-8521 岐阜市橋本町 1-10-23 ハートフルスクエアーＧ(ＪＲ岐阜駅東) 

TEL:(058)268-1052   E-mail:josei-c@ccn.aitai.ne.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  http://www.ip.mirai.ne.jp/~heartful/joseic_top 

 

☆専門相談（面接）13:00～15:00 

   要予約： ☎ （058）268－1052 

 

 

無 料 

このサロンは岐阜市女性センターの「子育て指導者サポート事業」の一環です。 

http://www/


＜ノーと言うときのポイント＞ 
 ◇率直…自分の気持ちに正直に・・とても言いにくい、申し訳ないと伝える。 

 ◇誠実…相手の気持ちに誠実に・・相手の厚意や気持ちを存分に受け取る、感謝する。 

 ◇対等…人として対等に・・理由を具体的に、シンプルに、代替案、どこまでならよいか線を引く。 

 ☆心が決まっているのなら早い段階が言いやすい。 

 ☆上からでも下からでもなく、まっすぐ伝えよう。 

 ☆「うそも方便」ということもある。   

 

 

＜受講者の声＞ 

 ・常々「断る力」の重要性を感じているところです。相手に不快感を与えない 

   よう付き合っていきたいのに、不本意ながら怒らせてしまうことが多々ある 

  ので参考になりました。（60代女性） 

 ・ノーの言い方が大変勉強になりました。（60 代男性） 

 ・自分の心に正直に相手を傷つけない断り方を身につけて、無理のない良い人 

  間関係を築きたいです。（60代女性） 

  

 

    5月 2３日（土） 13：30～15：00 

 
 男女ともに多様な選択肢がある中で自己を見つめ直し、人それぞれが生きがいな

どを見つけ、夢に向かって様々なチャレンジを目ざしてもらえるよう、毎年素敵な

講師を迎えお話を伺っています。今年は井原さんをお迎えして、女性のレーサーと

して世界一になるまでの道のりや、メンタル・フィジカルコントロールなど挑戦の

軌跡について伺いました。テンポ良い説得力のある話しぶりに参加者は皆魅了さ

れ、前向きな気持ちになれた 90分間でした。 

 

 

  

  

 

＜テーマ（例）＞ 
✿男女共同参画、はじめの一歩！ 

✿21世紀、すべての人がともに輝ける時代に！ 

✿女性差別撤廃条約から男女共同参画社会へ 

✿デートＤＶ…今の恋愛、本当にいい関係ですか？ 

  

  お気軽にお電話でご相談ください！！ 

 

 

 

 

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日時・会場・定員       内  容 

 ６月２７日（土） 

   1３：30～15：00 

大研修室 

＜定員：100人＞ 

講演会「これが今の男道!? ―変化の時代を生きる―」 

         ◆講師 伊藤公雄 氏（京都大学大学院文学研究科 教授）  

         ◆内容 「男性学」を唱え、「男らしさのゆくえ」で注目され  

             た講師より 1970年代以降の社会変化の中で、男性 

             を取りまく状況がどのように変化していったかを分 

             かりやすくお話しいただきます。 

 ６月２４日（水） 

13：30～15：00 

中研修室 

＜定員：30人＞ 

交流会「認知症の妻を支える夫の介護」 

◆内容 介護は誰もが担うべき時代となってきました。実際に妻の介護をされて 

    いるゲストから体験談をお聞きし、お互いに悩みを共有し合いながら、 

    身近なパートナーシップについてゆっくり考えてみませんか？ 

 ６月２０日（土） 

 ②18：30～20：30 

    大研修室 

   ＜先着：100人＞ 

（※①13：30～15：30 につきましては、 

  好評につき締切りました。） 

上映会「そして父になる」 
◆出演 福山雅治 尾野真千子 真木よう子  

    リリー・フランキー 

◆内容 野々宮良多は、産院からの電話で、6歳になる 

    息子が取り違えられた他人の子だと知る。息子 

    に一心な愛情を注いできた妻みどりと、相手方 

    の斎木夫妻は、育てた子を手放すことに苦しむ。 

    良多の意見でついに“交換”が決まるが…。 
               ○ｃ図書館流通うセンター TRC MARC より  ○ｃ2013「そして父になる」製作委員会             

「ノー！ と言える人は自分を大切にできる人」  
   

 
皆さんは「相手を不快にさせたくない」「人の気持ちを傷つけたく

ない」と思い、自分の気持ちをおさえてしまうことはありませんか。 

今回は講師の藤井さんより、自分の気持ちと素直に向き合い「ノー

と言う」意味を考え、また実際にロールプレイングをして、自分の

心を大切にしながら居心地の良い人間関係を築くためのコツを学び

ました。 

 

参加費無料 

 

近隣市町村にも 

無料で伺います！！ 

ﾊｰﾄﾌﾙｽｸｴｱｰ G も 

ぜひご利用下さい。 

「男女共同参画社会」とは？               毎年、6月２３日から２９日は男女共同参画週間です！ 

男女が、互いにその人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分

に発揮することができる『男女共同参画社会』の形成に向け、平成１１年６月２３日に、男女共同参画社会基本

法が公布・施行されました。 

男女が社会の対等なパートナーとして、自らの意思によって、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆ

る分野における活動に参加することができ、それによって、男女が政治的、経済的、社会的および文化的利益を

均等に享受することができ、同時に共に責任を担う社会です。 

 この機会に男女の働き方や家庭生活について考えてみましょう！ 

 

   

        

「崖っぷちの覚悟～世界最高峰までの道のり～」  

・今まで女性だからといっては大きな壁にぶつかり諦めて生きてきたけれ

ど、勇気と感動をもらいとてもよい講演会でした。（60 代女性） 

・どんな苦しい時もいい方向にもっていくことの大切さを学び、心身の

鍛え方がわかりました。（40代女性） 

・成功の秘訣など伺いポジティブな考え方を持って生活することが大切 

  だとわかりました。（50 代男性） 

・女性レーサーとして地位を獲得した経験談でわかりやすい講演でした。  

  グローバルな話でとても素晴らしかったです。（70 代男性） 

  

募集中の講座のご案内 

  “男女共同参画社会の実現”とはどういうことなのでしょう？ 

岐阜市女性センターの所長がわかりやすくお話しします。 

 

＜講師＞ 

 キャリアカウンセラー 

 藤井 しのぶ 氏 

＜講師＞  

 カーレーサー 

  井原 慶子 氏 

募集中 

   ＜講師＞ 

 寺松みどり  

 ＊無料で出張講座いたします!! 人は思い通りにはならない

と心得ましょう！ 

 

＜受講者の声＞ 

2月 7日（土） 13：30～15：00 


