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練馬区立男女共同参画センター

スケジュール・申し込み方法
などの詳細は、区報に掲載し
ます。ご注目ください。

保育付き講座マーク
　　

■心を開くコミュニケーション講座

「聞く・聴く・訊く　レッスン！」
日時：7月9日（木）10:00～12:00
講師：岩井奈保美（うさ耳コミュニケーション代表・キャリアコンサルタント）

■区民企画講座

「親子ふれあいミニコンサート」
日時：7月25日（土）・8月1日（土）
　　　10：00～11：45
講師：藤川奈帆子（おとあーと研究室代表）■えーるキッズエンジョイサマー2015

「お金と“楽しく”向き合う夏休み♪」
日時：8月1日（土）10：00～12：00
講師：谷浩明（ファイナンシャルプランナー・アートディレクター）

■区民企画講座
職場、家庭、子育て、介護「女性の働き方」
日時：7月12日（日）13：30～16：00
講師：猿田佐世（東京第2弁護士会所属・米国ニューヨーク州弁護士登録・
　　　　　　　　「ＮＤ新外交イニシアティブ」事務局長）

■えーるのパソコン講座

★パワーポイント基礎講座
対象：就職活動や地域活動をしている女性
日時：7月25日（土）
A）9：30～12：30　Ｂ）13：30～16：30

★パソコンスキルアップ講座
対象：働きたい女性
日時：7月28日（火）・29日（水）
Ｃ）9：30～12：30　Ｄ）13：30～16：30　
日時：7月30日（木）・31日（金）
Ｅ）9：30～12：30　Ｆ）13：30～16：30

講師：地域ＩＴリーダーの会会員

日時：9月12日（土）
　①午前10:00～
　②午後2:00～　　　　　　　　
●参加費:500円
●申込み：8月21日より

■区民企画講座

「ウーマノミクス
　　『プチ』自分のために生きる」
自分を知る・プチ起業について・起業の事例・交流会
日時：日時：9月26日（土）13：30～16：30
講師：明智美澪（看護師）

ご好評にお応えして

「人生いろどり」
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えーるシネサロン

過疎の街の幼馴染3人がプチ起業

し、年商数億円になるまでの笑い

と涙の実話。

再上映！

7月・8月・9月の講座

何かを始めるのに、

「性別」も「年齢」も関係ない！
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　女性の社会参加が望まれている時代でありながら、結

婚・出産・育児などのライフイベントによる影響を受け

がちな女性たち。えーるはそんな女性たちが再チャレン

ジして社会への一歩を踏み出すためのさまざま講座を実

施しています。

　その一例がパソコンスキルアップ講座です。27年度も

えーるでは、就職活動はもちろん、就労中や地域活動中

の女性のために、基礎から応用編までのパソコン講座を

実施しています。

　これから再就職しよう、あるいは地域活動をしようと

いう女性を対象に実施する平日日中の講座には無料保育

もついています。すでに働いている、あるいは地域活動

をしていて日中の参加が難しい方のためには、夜の講座

を実施しています。打込みができる方が対象で、毎回10

名（抽選）となっています。

参加者のコメント
・こんな短時間に色々なことが出来るようになり、嬉しかった。

・キ－を押す怖さ、クリックする恐れがなくなり、いろいろ挑戦

　できるようになった。

・便利機能をたくさん教えて頂けたので、仕事でも効率よく使っ

　ていけそう。自信をもってパソコンを使っていけるよう頑張り

　たい。

・エクセルの本だけではわけが分からずそのまま数年過ぎてしま

　ったが　講座はとても分かりやすく、大変ありがたかった。

・最初はドキドキしながらの受講だったが、エクセルの楽しさが

　分かりはまってしまった。

・家で復習をして自分のものにし、就職につなげたい。

・手順を教えていただいたことは仕事上で、役に立つと思う。

★ パワーポイン基礎講座（1日制）　 
    　4月（実施済）・7月・10月・12月　　　　
★ 夜のエクセル基礎講座（2日制）    
    　4月（実施済）・10月・1月・3月                              
★ ワード・エクセル講座（2日制）　
    　7月・12月　

えーるパソコン講座

子どもがつくる　おうち・ごはん働くお母さん

応援バージョン

※詳しい日時や申込方法などは区報・ホームページ等でお知

らせしますので、ご注目ください。 (実施日の約1か月前から

募集を開始します。）

当日使った子ども
用包丁は、全員に
プレゼント！

子ども達がランチ
づくりに挑戦して
いる間、お母さん
達は別室でオリジ
ナルアロマ作りに
挑戦。

「紙パックは、再利用できる大切な
資源です。」とリサイクルのしくみ
のDVDを見たり、実際にその方法
も学びました。

ランチづくりから後片付けまで、すべて子ども達
にお任せし、お母さんは上げ膳据え膳で大感激！

　6月28日（日）石神井公園区民交流センターにて、働くお母さん応援バージ

ョン「子どもがつくるおうち・ごはん　お母さんがつくるオリジナル・アロマ」

が12組の母子が参加し、賑やかに開催されました。（ＮＰＯ法人全国女性会館

協議会・日本テトラパック株式会社共催）
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特別講演会（6月7日）

2015男女共同参画センターえーる

フェスティバル　

2015男女共同参画センターえーる

フェスティバル　

■アンケートより（抜粋）

・え～っ?! と思ったり、そうだ！そうだ！と思ったり、そうだよ

　な～と思ったり、目からウロコ！！　楽しい話の中に、今後の

　社会に対する考え方を学ぶ機会となりました。感謝！！

・子ども連れで参加した夫婦です。泣き声でお騒がせしました。

　今日の講演内容、とても勉強になりました。私のママ友もほと

　んどが四大卒で専業主婦なので、日本社会全体の課題だと勉強

　になりました。主人も2人目は育休をとってくれるとのこと、

　楽しみにしています。

・自分の生活（働き方）を見直す機会になりました。管理職で1

　日14時間働いています。このままではダメだと思います。

・漫才を聞くように話を伺えました。イクメンパパが後ろに一人

　いましたが、そのような方も参加できる今回の会はよかったと

　思います。

・男女共同参画の意味が少しわかった。仕事に従事してきたので

　専業主婦の特別優遇には不公平を感じている。税収入が減少す

　る中で、もし優遇をやめれば、かなりの税収入があると思う。

ミニ・アルバム

講演会「女性の政治参画を考える」

ワークショップ「男女共同参画クッキング」講習会「練馬区健康いきいき体操」ワークショップ「こども縁日」

舞台発表

手づくり体験コーナー

情報コーナー

イクメン東大教授が語る

「爆笑！女と男の社会学」

　初日は金管バンド（上石神井北小学校）の演奏に

手拍子を打ち、2日目はよさこい踊り（よさこいチ

ーム響）の輪に入り、賑やかなオープニングイベン

トで始まりました。

　会議室や保育室では実行委員の皆さんによるワー

クショップや講演会が実施されました。視聴覚室で

は、利用団体の皆さんによる合唱、合奏、踊り、朗

読…、２・３階は労作の数々がずらりと展示されて

日頃の活動が発表されました。また、手づくり体験

コーナー、販売コーナー等など、全館フェスティバ

ル一色となり、連日多くの参加者で賑わいました。

～男女がともに輝く社会へ～　　

講師：瀬地山　角氏

　パワーポイントで映し出される

グラフや表のデータに基づく解説

に満員の会場は笑いの渦に巻き込

まれながらも、我が国がまだまだ

男女不平等な社会であることに気

づかされました。

　講師の希望で「赤ちゃん連れ大

歓迎」となった講演会は、赤ちゃ

んを抱っこしながらのパパや、子

どもを膝に置く若い夫婦などの姿

もちらほら見受けられました。

近代詩「わたしを束ねない

で」（新川和江）をテーマ

にした書道作品と、女性へ

の暴力防止を目的とするパ

ープルリボンキャンペーン

の一環として制作されたキ

ルト作品が「景行書道会」

と「キルト・ピンクッショ

ン」の２団体様より、当セ

ンターに寄贈されました。

6月6日（土）・7日（日）

復興支援福島県塙町野菜等販売

写真提供：CPCクラブ



練馬区立男女共同参画センターえーる の ご 案 内　

■開館時間　
９時～21時30分
■通年開館
（12/29～1/3・休館日を除く）
■施設の利用申し込みは
練馬区公共施設予約システムから
http://www.yoyaku-nerima.jp/

発行：練馬区立男女共同参画センターえーる 指定管理者NPO法人練馬区障害者福祉推進機構

〒177－0041
東京都練馬区石神井町8丁目1番10号
Tel 03-3996-9005　
Fax 03-3996-9010
e-mail  yell@nssk.net
http://www.nssk.net/yell
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相談室より　　

西武池袋線「石神井公園駅」西口下車徒歩６分
※お車での来所はご遠慮ください。
（お体の不自由な方はご相談ください。）

❀総合相談
   毎日　９時～１９時
  （祝・休日は17時まで）
 

❀心の相談【要予約】
   月～土曜日　１０時～１９時
  （祝・休日は１７時まで）

交番

至池袋

至所沢 スーパー

練馬区役所
石神井庁舎

石神井保健
相談所

練馬区立男女共同参画
センターえーる

北口

富士街道

石神井公園駅

西武バス
石神井庁舎前

南口

西口

銀行
銀行

ケーキ

歯科医院

一人で悩まずに、まずはご相談ください。
☎３９９６－９０５０

❀配偶者等の暴力に対する（ＤＶ）専門相談           
  【要予約】
    毎週月曜日　９時～１７時
    毎週水・金曜日　１０時～１９時
    ※第１金曜日のみ練馬区区民相談所で実施
      （９時～１７時）

❀法律相談【要予約】
    祝休日を除く毎週土曜日１３時～１６時
                                              （１組３０分）
    ※法律相談の予約は、相談日の１週間前の
      午前９時から電話にて受け付けします。

図書・資料室より　
もう、お読みになりましたか？      分類別図書貸出しベスト3

生き方・伝記・社会一般 女性学・労働・家族 エッセイ、小説、その他

①『わたしはマララ』
マララ・ユスフザイ
（学研パブリッシング）　

①『母という病』
　　岡田尊司(ポプラ社)

①『海賊とよばれた男』
　　百田尚樹(講談社)　　

（集計期間／平成26年4月1日～平成27年3月31日）

②『人間の尊厳』
林典子(岩波書店)　　

③『コミュニケーション断念のすすめ』
信田さよ子(亜紀書房)　

②『誕生日を知らない女の子』
　　黒川祥子(集英社)

③『老前整理』
　　坂岡洋子(徳間書店)　

②『神去なあなあ夜話』
　　三浦しをん(徳間書店)　　　

③『村上海賊の娘』
　　和田竜(新潮社)　

かがり

臨時夜間休館のお知らせ

9月23日（水／祝）午後5時から害
虫駆除のため、全館休館します。

平成27年度の男女共同参画週間キャッチフレーズ

内閣府男女共同参画局は毎年男女共同参画社会づくりにふさわ
しいキャッチフレーズを募集しています。

今年度は「地域力×女性力＝無限大の未来」が選ばれました。
カケル イコール
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