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ゆうまつどフェスタ２０１７「ＮＥＷ」開催について 

 
 
ゆうまつどフェスタ２０１７を、１１月１１日（土）から１４日（火）までの４日

間、松戸市女性センターゆうまつどにて開催いたします。 
今年のテーマは「ＮＥＷ！」です。 
男女共同参画の新たな時代に向けて、さまざまなイベントを開催します。 
 

 
１．開催期間  平成２９年１１月１１日（土）～１４日（火） 
 
２．開催会場  松戸市女性センターゆうまつど 
 
３．内  容   ○１１月１１日（土） 10：00 ～ 11：30   
              「過去・現在・これからの松戸市の男女共同参画」と題し、シ

ンポジウムを開催します。 
【講師】長江 曜子氏（聖徳大学教授） 
    内海﨑貴子氏（川村学園女子大学教授） 

         
        ○１１月１４日(火) 9：30 ～ 12：30 
         「ママジョブカフェ」 
         子育て支援やママ支援を行なっている団体などが、働くママを

応援します。就労やライフプラン、ファミリー・サポート・セ

ンターのご相談や、起業家ママによるマーケットも開催します。 
 
      ※ このほかにも、期間中、男女共同参画の新たな時代に向けたさま

ざまなイベントを開催します。詳しくは、イベント一覧を掲載し

た情報紙をご覧ください。どなたでもご参加いただけますので、

多くのみなさまのご来場をお待ちしております。 
 

 

【問い合わせ先】 
総務部 男女共同参画課   ☎０４７－３６４－８７７８ 
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松戸市の男女共同参画を進める情報紙「ゆうまつど」2017年10月発行（「ゆうまつど」は春と秋の年2回発行しています）

松戸市 総務部 男女共同参画課　

まつど女性就労・両立支援相談まつど女性就労・両立支援相談

ゆうまつど こころの相談ゆうまつど こころの相談

子育て・介護をしながら、仕事と両立して働く女性を応援します
キャリアカウンセラーの資格を持った就労・両立支援相談員と、しごとサポーターがあなたの希望

にかなう仕事探しのお手伝いをします。就労実績も多数あります。お気軽にお越しください。新た

な一歩を一緒に踏み出しましょう！

自分の性格や生き方、夫婦や異性の関係、職場や近所の人間関係などの悩みを、専門のカウンセ

ラーが相談に応じます。

松戸市女性センターゆうまつど
〒271-0091　千葉県松戸市本町14-10

TEL047-364-8778　FAX047-364-7888
開館時間 9:00～21:00（閉館日：月末日・年末年始）

U  R  L： http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/

            kaikan_hole/yuu_matsudo/index.html

E-mail： mcsankaku@city.matsudo.chiba.jp

       

松戸市の男女共同参画を進める情報紙

松戸駅西口から徒歩5分

期間　平成29年11月11日(土)～14日(火)

会場　女性センターゆうまつど

期間　平成29年11月11日(土)～14日(火)

会場　女性センターゆうまつど

お子さんの見守りの利用（予約制）

見守りを希望する方は、相談員、

または男女共同参画課へお問

い合わせ下さい。

相談カウンター隣のスペースで

お子さんを遊ばせながら、一緒

に相談できます。

相談について

女性の相談 男性の相談

女性のカウンセラーが相談に応じます。

市内在住、在勤、在学の女性が対象の

無料相談です(1回50分) ｡

相談方法は電話・面接どちらでも可

　第1 月･木曜日14時～20時

　第2～4 月･木曜日10時～16時

　※月末休館日･年末年始を除く

男性のカウンセラーが相談に応じます。

市内在住、在勤、在学の男性が対象の

無料相談です(1回30分) 。

相談方法は電話のみ。

　第1・3 金曜日17時～20時

 専用電話番号 047-363-0505こころの相談

予約制 予約不要

4月から
始めました!

曜日・時間: 毎週火曜・木曜10時～15時

               ※毎月月末日・年末年始を除く

相 談会場: 女性センターゆうまつど

費       用: 無料

● INFORMATION ●

今年のテーマは「NEW!」です。男女共同参画の新たな時代に向けて、

さまざまなイベントを開催します！

シンポジウム
過去・現在・これからの
松戸市の男女共同参画
過去・現在・これからの
松戸市の男女共同参画

11月11日（土）10：00～11：3011月11日（土）10：00～11：30 事前申込制・一時預かりあり

〔会場〕ホール

〔講師〕聖徳大学教授・ 生涯学習研究所長 長江曜子氏

         川村学園女子大学教授 内海﨑貴子氏

〔定員〕50人程度　〔費用〕無料

〔申込先〕女性センターゆうまつど

            ℡047-364-8778 
 ※手話通訳・要約筆記あり。

予約受付は月～金曜日の8時30分から17時の間に、

上記のこころの相談専用電話番号へおかけください。

※祝日、休館日、年末年始を除く
047-364-7888

　のホームページ

イベント一覧は、

中面を

ご覧ください。 一時預かり希望の方は各企画の実施日の10日前までに各団体の申込先へご連絡

ください。（無料。預かりの対象年齢は、各団体に直接お問い合わせください。）

の催しは、各団体の申込先へご連絡ください。

の催しは、お子さんの一時預かりがあります。

事前申込制

一時預かりあり

「ゆうまつど」で検索。または

右記のQRコードから。▶▶▶

■申込にあたっての注意■



11月11日（土） 11月13日（月）11月12日（日） 11月14日（火）

シンポジウム
「過去・現在・これからの
松戸市の男女共同参画」
※詳細は、1面をご覧ください。

講演会
「家庭教育支援法案」に
ついて考える

国会上程予定の家庭教育支援法

について、元  和光大学教授の船

橋邦子さんが、内容・問題点・背景

について講演します。

〔時　間〕13:30～16:00

〔会　場〕4階ホール

〔講　師〕元 和光大学教授・

　　　　 船橋邦子氏

〔費　用〕無料

〔企　画〕房総の会

〔連絡先〕同団体・小泉

　　　　 ℡047-323-5431

講演会
「女性の自立は身体(から
だ)づくりから～美軸っ
て？自分のからだと向き
あう～」

女性の自立とは・自分らしさとは

何かを考え、いつまでも元気で怪

我のない毎日を送る為に、体の動

かし方を学びます。

〔時　間〕14:00～16:00

〔会　場〕4階ホール

〔講　師〕松戸市健康体操連盟

　　　　 名誉会長・瀧田泰子氏

〔費　用〕無料

〔企　画〕まつど女性会議

〔連絡先〕同団体・徳田

　　　　 ℡090-6189-6035

当日参加

ワークショップ
「ＳＴＯＰ！いじめ－韓国の
暴力予防教育プログラム
に学ぶ－」

韓国の暴力予防教育の模擬授業

を実施。その授業を通じて、いじ

め！暴力！を防ぐ方法を一緒に学ん

でみませんか。

〔時　間〕14:00～16:00

〔会　場〕3階研修室

〔費　用〕500円

〔企　画〕G.Planning

〔連絡先〕同団体・浪越（なみこし）

　　　　 ℡047-346-8557

参加費あり・当日参加

当日参加

ワークショップ
「もしもパートナーが発
達障害だったらパート2 
～カサンドラ体験者の集
い～」

身近な事例をもとに、これからの

生き方や対応の糸口を見つけま

せんか。初めての方も2回目の方

も参加可能です。

〔時　間〕13:30～16:00

〔会　場〕3階研修室

〔費　用〕無料

〔企　画〕松戸カウンセリングの会

〔申込先〕同団体・八鍬（やくわ）

　　　　 ℡･Fax04-7122-4100

事前申込制・一時預かりあり

福祉ショップ 〔日　時〕 11日（土）～14日（火） 各9:30～16:30福祉ショップ 〔日　時〕 11日（土）～14日（火） 各9:30～16:30

「ママジョブカフェ」「ママジョブカフェ」

パネル展 〔日　程〕 11日（土）～14日（火）パネル展 〔日　程〕 11日（土）～14日（火）

① 松戸市男女共同参画プラン第5次実施計画 概要案　② 介護じょし・だんし写真展① 松戸市男女共同参画プラン第5次実施計画 概要案　② 介護じょし・だんし写真展

〔会　場〕 1階ロビー及び4階多目的室1

9：30～12：30 開催9：30～12：30 開催
当日参加 ・ 一時預かりあり当日参加 ・ 一時預かりあり

子育て支援、ママ支援をしている団体などが、みんなで、働くママを応援します！

2階では、ファイナンシャル、就労、ファミリー・サポート・センターの相談。

4階では、子育てコーディネーターによる相談や起業家ママによるマーケットを開催します。

●ママジョブカフェの一時預かり
（まつどファミリー・サポート・センター以外）

「まつど女性就労・両立支援相談」
働きたいけど、どこから始めていいのかわからない。「家庭」・「子育

て」・「介護」と仕事との両立支援について、仕事探しはもちろん、市

の子育て支援や介護制度のことなど、役立つ情報を紹介します。

〔会　場〕2階

〔相談員〕キャリアカウンセラー、しごとサポーター

〔企　 画〕男女共同参画課

「ママ起業家マーケット＆おしゃべりｃａｆｅ☆」

「ファイナンシャルプランナーによるライフプラン相談」

好き！得意！を活かして活動するママ起業家。「日常生活は？どうやって

活動を広めているの？」そんな疑問にお答えします♪販売・体験・ワー

クショップもお楽しみに！

〔会　場〕4階ホール

〔企　画〕NPO法人 MamaCan

ライフプランに欠かせない「お金の事」。相談してみませんか！

〔会　場〕２階

〔企　画〕NPO法人 MamaCan

「私の未来希望図を作ろう」
これまでの自分の働き方などの棚卸をして、３年後、５年後の私は「ど

うなっているか？」、「どのようになりたいか？」一緒に見つけてみませ

んか。

〔会　場〕4階ホール

〔企　画〕NPO法人 子育て支援ぽこら

「まつどファミリー・サポート・センター」
①個別相談会 ②入会説明会

出張相談会を行います。ぜひご参加ください。

（登録する場合、年会費がかかります）

〔会　場〕①2階（ 10:00～10:45 ）

　　　 　②3階研修室（11:00～12:00）

〔企　画〕まつどファミリー・サポート・センター

〔申込先〕同センター ℡047-330-2941

幼稚園や保育園情報、子育てに関する悩みなど参加者同士で話した

り、子育てコーディネーターに相談することもできます。まずは美味し

いお茶を飲みながら「ほっ」とする時間を作りませんか♪

〔会　場〕4階ホール

〔企　画〕NPO法人まつど子育てさぽーとハーモニー

　　　　 NPO法人子育て広場ほわほわ

　　　　 NPO法人子どもの環境を守る会 Ｊワールド

ワークショップ「男女共同参画厨房とは」

世界で一番家事をサボるのは誰？日本男子！では困ります。社会の最小

単位が家庭、その核心が厨房。厨房改革すれば社会が変わるでしょう。

〔時　間〕13:30～15:30　

〔会　場〕3階研修室

〔費　用〕無料　

〔企　画〕数値調理会

〔申込先〕同団体・岩崎 ℡ 090-9295-1387 FAX 047-330-8163

事前申込制

笑いヨガ（誰でもできる笑いの健康体操）

笑いの体操とヨガの呼吸法を組み合わせた健康法です。免疫力向上や

認知症予防や美容効果に期待できます！

〔時　間〕13:30～15:00　

〔会　場〕4階ホール

〔費　用〕500円

〔企　画〕チームきらめき塾’08

〔申込先〕同団体・橋本 ℡ 047-348-7454

参加費あり・事前申込制

ワークショップ
「子どもを勇気付けられ
るお母さんに、一緒にな
りませんか？」

アドラー心理学に基づく勇気づ

けの対応で、子育てや対人関係

のイライラ解消！心の病気の予防

にも効果大！

〔時　間〕10:30～12:00

〔会　場〕3階研修室

〔費　用〕300円

〔企　画〕ファミリーサポート・勇気づけ

〔申込先〕同団体･居波(いなみ)

　　　　 ℡047-346-2711

※希望者はお子さん同室可。

参加費あり・事前申込制

「ゆうまつどdeカフェ」

みんなで楽しく「男女共同参画」

について話しましょう！

〔時　間〕14：00～16：00

〔会　場〕4階ホール

〔企　画〕ゆうまつどフェスタ

             実行委員会

〔連絡先〕男女共同参画課

             ℡047-364-8778

当日参加

ワークショップ
「お母さんも子育てで
知っておきたいお父さ
んの大切な役割」

子どもたちが心身ともに自立し

た大人に成長するために、家庭で

どのように子どもに伝えていくか

を学ぶ。

〔時　間〕10:30～12:00

〔会　場〕4階ホール

〔講　師〕清泉女学院短期大学講師

　　　　  ジョナサンベネディクト氏

〔費　用〕無料

〔企　画〕NPO法人子どもの環境 

             を守る会Jワールド

〔申込先〕同団体・三浦

             ℡047-344-0544

当日参加・一時預かりあり

ワークショップ
「蜜ろうキャンドル作り」

蜜蜂の贈り物“蜜ろうシート”を

巻いてやさしい光のキャンドル

を作ります。電気にはない“天然

の美しさ”をどうぞ。

〔時　間〕10:30～12:00

〔会　場〕3階研修室

〔講　師〕蜜ろうクリエイター・

　　　　 平井祐子氏

〔費　用〕500円

〔企　画〕どんぐりのわ

〔申込先〕同団体・神山

　　　　 ℡080-5411-3190

参加費あり・事前申込制

一時預かりあり

講演会
「自分の心と体のことを
知って幸せライフへ～女
性ホルモンのお話～」

自分を知ることは自分の幸せに

気づくこと…。自分らしい生き方

をするためにお話をきいてみま

せんか。

〔時　間〕10:00～12:00

〔会　場〕4階ホール

〔講　師〕助産師･やまがたてるえ氏

〔費　用〕無料

〔企　画〕NPO法人子育て

　　　　 ひろばほわほわ

〔申込先〕同団体・駒口

　　　　 ℡080-6641-0239

※団体HPの申込フォームからも可。

事前申込制・一時預かりあり

〔会　場〕1階ロビー

〔出展団体〕11・12日 ●ワークライフまつさと（煎餅・乾燥野菜・刺し子布巾）

　　　　 13・14日 ●豆のちから （豆腐・ドーナツ・プリン）

                          ● あじょうだ（手芸小物・リサイクル品・名刺や印刷物）

〔企　画〕障害福祉課

市内の

福祉作業所が

出店します。

一時預かりあり

・１時間ごとの入替え制

 ①９：３０～　②１０：３０～　③１１：３０～

・各時間８名まで

〔会　場〕1階こどもの部屋

〔申込先〕女性センターゆうまつど ℡047-364-8778

「ほっと♡ＣＡＦＥ」

※事前申込制のイベント、一時預かりについては、
　1面の「申込みにあたっての注意」をよくお読みください。イベント一覧

介護じょし・だんし写真展
介護の現場で働く人たちのいきいきとした姿を切り取った写真展です。

〔企　画〕介護保険課


