
 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 ７日（土）・ ８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、親子で楽しんでいただけるイベントを開催します。 

        当日参加できる催し物がたくさんあります。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】     

７日（土） ＊ミニＳＬに乗ろう!!   

 ＊まつだこうきのマジック＆ジャグリングショー   

 ＊手作りおもちゃを作ろう    ＊パネルシアター＆親子ふれあい体操 

 ＊手作り玩具で遊ぼう       ＊自然素材のクラフトを楽しもう     

 ＊移動児童館「カロムで遊ぼう」  ＊親子で遊びま専科 

８日（日）   ＊0歳からのピアノ＆バイオリンコンサート 

          ＊ロボットと一緒に遊ぼう！   ＊プラネタリウムで星空をみよう★ 

          ＊ほっぺ博士が教えてくれる食べ物の不思議   ＊母乳のちょっとイイ話 

          ＊英語であそびまショー♪    ＊バルーンアートを作ろう！       

          ＊ぶんぶんゴマを作ろう！    ＊ファミリーフォトを撮ろう 

          ＊牛乳パックでしおりを作ろう  ＊ココロが軽くなる♪子育て健康相談 

  <２日間共>＊アニメ上映会  

           ＊妖怪＆魚つりに挑戦！ドレミマットで遊ぼう♪ 

           ＊お絵かき・ぬりえ・絵本コーナー  

 

 

 

今後の開催講座 

 

  

 11月 12月 1月 2月 3月 

法律 
10日 8日 12日 9日 8日 

17日 15日 19日 16日 15日 

心 11日 9日 13日 10日 9日 

家計 19日 17日 21日 18日 17日 

健康 

14日 12日 9日 13日 12日 

21日 19日 16日 20日 19日 

28日 26日 23日 27日 26日 

     近藤氏が生み出した教育方法のことを「近藤メソッド」と命名。 
 “   習慣は健康だけでなく、自分への信頼感を高め、復習に特化し

た 学習法が学力だけでなく、「やればできる！」という自信を作り   

    出すことにつながる”という仮説を挙げました。そして、睡眠と排 

    便の科学に基づく生活習慣づくりと、脳と記憶の科学を応用し提 

    案し続けてきました。 

      サロンでは、このような仮説を考え出すまでの近藤氏ご自身の 

    体験とその成果について楽しく伺いました。 

 

 

発行：岐阜市女性センター 

〒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 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ  http://www.ip.mirai.ne.jp/~heartful/joseic_top 

平成 27年 10月 

 

 第３５号 

女性センター イベントのご案内 

  時間など、詳しくはチラシ・

Ｈ Ｐ ・ 広 報 ぎ ふ （ 9/15 ・       

10/15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）とイベント開催日等を除く。 
   （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。） 

 

「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」 

     

今は「元気、きれい、しあわせ」を楽しんでいる深尾氏が保健師を 

経て、元気になることとはどんなこと？と自問自答して笑いヨガにたど 

りついた道のりなど対談形式で伺います。笑いヨガの体験もあります！ 

参加無料 

 男女共同参画社会を実現するためには、身近なことについても性別にとらわれることなく判断できる 

視点が大切です。おしゃべりサロンは平成 16年度より開催しており、毎回いきいきと輝いて人生を送 

るゲストをお迎えしてゆったりした雰囲気の中で、女性センター所長との対談形式や講座形式にて実施 

しています。 

 

＜参加者の感想＞ 
・早寝、早起き、朝ごはんに大切な意味が隠されていた事が 

 分かり是非娘たちに実践していきたい。 

・参加型の楽しい講座でした。また子どもとスマホの付き合 

 い方、とても大切だと再確認できた。自律、みんなでい 

 る不安、ひとりでいる自信、とても勉強になりました。 

・ウンチを出すことの大切さを知った。”海馬の友”に私と 

 子どもがなれたらいいなと思います。 

 

・ウンチを出すことの大切さを知った。“海馬の友“に私と子ども

がなれたらいいなと思います。 

  

第 35回 

 7月 16日（木） 

 講師：近藤 真庸 氏（岐阜大学地域科学部 教授）  

  

 

  

 平成 28年２月２７日（土） 

 ゲスト：深尾 朱美 氏 （ラフターヨガ認定リーダー）  

  

 

  

第 36回 

＊詳しくは、ホームページ、広報ぎふ 1 月１日号をご覧ください。 

 

 「インド発の笑いヨガに魅せられて！」 

     

http://www/


 

「正しいパンツのたたみ方!? 
     ～はじめよう、家事シェア～」 

日 時：１０月２４日（土）13:30～15:０0 

講 師：南野 忠晴 氏 
     （大阪府立八尾北高等学校 家庭科教諭） 

対    象：100 名（男女問わず・託児あり） 

申込方法：往復はがき・Ｅメール  

応募締切：１０月１３日（火）必着 

受 講 料：無料 
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① 「手のひらからのリラクゼーション」 

    

平成 25年 10月 

 

 第３１号 

 

 ③「心のメカニズムと 

        リラクゼーション」 

日 時：１２月１３日（日）13:30～15:30 

講 師：竹内 聡 氏 （たけうち心療内科院長） 

     対 象：100 名（男女問わず・託児あり）      

     申込方法：往復はがき・Ｅメール 

     応募締切：１2 月２日（水）必着 

     受 講 料：無料 

 こころと体がリラックスできるケア方法をペアで実践しました。  

 参加者からは「人の温もりを感じることができ、気持ちと自分の手

だけで相手をリラックスさせることができることに感激しました」「ス

トレスが多い生活状況なので実技を通してとても心身が楽になりまし

た。早速家族にやってあげたい」等、嬉しい感想をいただきました。    

日本の財政は借金頼みが続いており、

今や経済に無関心では済まされない時

代となっています。今回、毎月第３木曜

日に家計相談を担当している三輪氏よ

り、経済の基礎知識を丁寧に教えていた

だきました。力だめしに左下のクイズに

トライしてみませんか。 

 

＊申込先は最終ページをご覧ください 

 

 ②「これだけは知っておきたい 経済とお金のはなし」 

 男女共同参画（gender equality=ジェンダー平等）は、女性だけの問題でなく男女両性の問題であり、

日本社会の将来を決定する課題。男らしさの呪縛…感情の抑制・弱みを表に出すな等  

熟年離婚／定年離婚 → 背景にある男女のすれ違いやコミュニケーションのズレ 

＜男らしさ＞の３要素…優越志向／所有志向／権力志向（伊藤 1984） 

 →女性との関係で「負けられない」男性たち、支配と女性への依存の傾向。 

   「支配することなくたくましく！」がこれからの男道！（女道でもある？） 

＊男女ともに、社会参加と個人生活のバランスがとれた多様性と絆に支えられた男女共同参画社会へ！ 

  

でもなかなか変われない男性たち 

 

６月２７日（土） 

  講師：伊藤 公雄 氏 

（京都大学大学院文学研究科 教授） 

 女性センター開館以来、初めて男性の応募率が８割を超えました。男性の方

にも親しみやすく気軽に利用していただけるセンターを目指しております。 

「男性学」を唱え、「男らしさのゆくえ」で注目された伊藤氏の講義に「今後

の老齢社会に生きる男女の考え方に多いに納得した」、「数々の把握できなかっ

たことが理解でき、今回初めて参加してよかった」との感想をいただき、大変

有意義な講演会となりました。  
１＜インフレ＞ 

  普通預金口座の金利が年１％で、インフレ率が年２％であっ  

  た場合、1 年後の現在、この口座にあるお金であなたが買え  

  るものは？ ①昨年より多く買える       ②昨年と同じ 

        ③昨年より少なくしか買えない ④わからない 

２＜金利について＞ 

   普通預金口座に１万円持っていて、金利が年２％の場合、 

   ５年後の口座残高はいくらでしょうか？ 

      ①11,000 円より多い  ②ちょうど 11,000 円 

      ③11,000 円より少ない ④わからない 

                    （答えはページ下） 

 

毎年、６月２３日～２９日の１週間は、全国的に男女共同参画週間です。 

岐阜市女性センターは、岐阜市における男女共同参画を推進する拠点施設です。 

今年は、「男性にとっての男女共同参画」をメインテーマとして上映会・交流会・講演会を開催しました。    

上映会は、福山雅治主演の『そして父になる』でしたが、大変多くの応募をいただき、参加できなかった

方から再度上映して欲しいという声をたくさんいただきました。 

映画では、主人公に対して妻や息子、そして相手方の夫婦の言葉に彼は悩み苦しみます。「親とは何か？」

「家族とは何か？」の問いかけに、参加者が「男女共同参画社会の実現」を考えるきっかけになりました。 

「これが今の男道!?  

   ―変化の時代を生きる―」 

 

 ６月２４日（水） 

   ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ：中川 久枝 氏 

 （BLS 代表・キャリアコンサルタント） 

「認知症の妻を支える夫の介護」 

 今や男性も介護を担うべき時代となりました。今回は、うつ病から認知症になった 79 歳の妻の介護をさ 

れている 80 歳の夫の介護の体験談をお聞きし、その後グループに分かれて交流会をしました。 

 「相手の人格を認めて過ごす」とのお話に「貴重な意見、参考になりました。仕事に活かしていきたい」 

との感想。また「どちらかが認知症になった時の心構えや知識を学べて大変勉強になりました」と夫婦で参 

加の方からも喜びの声をいただき、皆さんの関心は高く、満足していただけた交流会となりました。 

 

 ５月２８日（木） 

  講師：赤十字健康生活支援講習指導員 

６月６日（土） 

  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 ） 

） 

＊クイズの答え １：③ ２：① 

募集中の講座のご案内 


