東京ウィメンズプラザまでの案内図

交通のご案内
●

●

JR・東急東横線・京王井の頭線・東京メトロ副都心線
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11日（金） 平成 ２8 年度 東京ウィメンズプラザフォーラム
企

画

名

育児・家事をもっと楽に！
〜完璧を目指さない片付け術〜

内

容

プログラム

団体申込先

12日（土）

時間・会場他

企

部屋の環境は、子どもの成長に大きく関係します。部屋が片付いていれば家事
かたづけmom
10：00〜12：00
動線が楽になり、子どもとゆったり向き合う時間も増えます。無理なく継続で
FAX 0467-33-2760
第一会議室A
きる片づけ法と家事・育児のコツ、ワークライフバランスについてもお話しし
info@katadukemom.com 有料（500円）
ます☆

ワークショップその言葉、子どもの心に いつもお子さんにかけている言葉は、しっかりと伝わっていますか？ ウチの子
10：00〜12：00
に、もっと響く言葉がけとは？ ワークを通じて、やる気を引き出す「３つの力」 Life&Workレンジャー
第一会議室B
響いていますか？
の効果を体験。タイプによって効果的な言葉がけが違うことに気づけば、親子 tokyotalltrio@gmail.com
有料（500円）
～いつもの「言葉がけ」を見直そう～ 関係がぐんと良くなります！
午

理系女子のための
「在宅ワーク」のはじめ方

鍼灸師が教える親子ツボ健康法
「スキンタッチ教室」

「なかなか寝てくれない」
「寝かしつけてもすぐ起きてしまう」
「肌がカサカサ
東京スキンタッチ会
で心配」
「泣き始めると止まらない」、これらはいわゆる「疳の虫」。毎日1分手
☎03-3401-8918
軽で簡単、鍼灸師が教える親子ツボ健康法「スキンタッチ」でお子さんを元気
oosita@extra.ocn.ne.jp
に育てましょう！

10：15～11：30
和室（第三会議室）
有料（1,000円）

わたし、このままでいいの？
子育てしながらプロを目指した
先輩の体験談

1才児を抱えたシングルマザーからライターに、専業主婦からカウンセラーに Happy Tune
…。どんな方法でプロになったのか、はじめの一歩の踏み出し方を、実体験をも ☎080-8885-3794
とにお伝えします。後半は、ライフプランのためのバランスシートを作ります。 pianopeer6@gmail.com

10:00～12:30
視聴覚室
無 料

経営トップ層のための女性活躍推進シ
ンポジウム「トップが率先して社内の意
識を変える！」

企業における女性の登用や職域拡大を促進するためには、経営者や管理職の
意識改革が重要です。女性の活躍推進が経営にもたらすメリットなど、具体的
な事例を交えながら討論します。朝日新聞社 総合プロデュース室プロデュー
サー（前AERA編集長）浜田敬子氏による講演とパネルディスカッション

東京都・一般社団法人
13:30〜16:00
東京経営者協会（共催）
ホール
☎03-5388-3189
無 料
S0000578@section.metro.tokyo.jp

毎日の親の言葉かけで、子どもは考える力を伸ばし、思いやりの心を育むこと
ができます。日常の会話をちょっと意識することで親子の絆はより深まり、子
育ての素晴らしさを実感！ロールプレイを交えながら「聞き方」
「話し方」のコ
ツを伝授します☆
自分らしい何かを形にしたいと思っているけれど、考える時間が足りない、頑
張っている友人を横目に自分が何をしたいのか絞りきれない…そんなあなた
に贈るセミナー。しなやかに一歩を踏み出し、もう一つの生き方・もう一人の
自分に出会いませんか？

親業を学ぶ会ローズマリー
FAX 047-352-9180
rosemary.oyagyo@
gmail.com

日常会話の中で考える力と
思いやりの心が育つ
午
後

“パラレルキャリア”で
自分らしい一歩を踏み出そう

女性のライフステージに
合わせた学び直しとは

学び直しを考えたことがありますか？ 出産、育児、介護など女性のライフス
テージは変化します。
学び直しを行うことで、その間のキャリアのブランクを解消し、可能性を広げ
ませんか。
キャリアコンサルタントが学び直しについて解説します！

14：00～16：00
視聴覚室
無 料
子供同伴不可

ドラマティックリーディング
樋口一葉作「たけくらべ」

近代文学研究会
文学は時代を映す鏡です。樋口一葉作「たけくらべ」は吉原遊廓界隈に住む子
☎090-8092-1016
ども達を通して、そこに住む様々な男女を表現しています。生き生きとしたド
FAX 03-5579-6624
ラマティックリーディングを楽しみながら、女性の生き方を考えてみませんか？
toma0902mm@ybb.ne.jp

～日々の疲れの解消に～
気功とアロマ呼吸法１・２・３！

忙しい毎日、気功とアロマ呼吸法で、ほっとひと息いれませんか？なんとなく 春風明月ラボ
疲れやすい、気力がわきにくいなど、身体からのＳＯＳを見逃さないで！ ゆった ☎090-3916-3094
りとアロマ呼吸法を入れて、自分の心とからだを調えていきましょう。
kikokyu123@gmail.com

一般社団法人全国産業人
能力開発団体連合会
☎03-3518-2960
FAX 03-3518-2963
info@jad.or.jp

18：30～20：30
ホール
有料（1500円）
未就学児入場不可
19：00～20：30
第一会議室
有料（1000円）
小学生以上

特定非営利活動法人

夜

「困難な状況でも自分らしく生きたい」 医療、福祉の分野で活躍しているソシオエステティシャンの活動内容を展示紹 ソシオキュアアンドケアサポート 17：30～20：30
介。日頃行っているハンドケアを体験していただけます。また身近な人への支 ☎03-3759-9968
第二会議室
ソシオエステ活動紹介
援活動ができるよう、ハンドケアの方法をワークショップで学びます。
FAX 03-3728-3226
有料（1000円）
nakano@shiawasenamida.org

「ママ」になる 「パパ」になる
「家族」になる
～育児から考える家族のかたち
『ダブルシフト』
ＤＶＤ上映＆トークの夕べ

■図書資料室
企

無

画

パパが育児に奮闘する映画『ダブルシフト』を観てから、スウェーデン生まれ
図書資料室
で、日本で育児休暇を取得したイェンスさんに、育児休暇取得を決めてから、
☎03-5467-1970
実際に取得した６か月間について語っていただきます。
FAX 03-5467-1977
※おとな向けの内容です。

内

容

期

男女平等参画センター等の
活動紹介パネル展

内

容

圧巻！ 都・区市町村の男女平等参画センター等の活動紹介パネルが勢ぞろい
♪クイズラリーに参加すると豪華景品がもらえる!!

場

所

交流コーナー

9:30～12:30
第一会議室B
無 料

貧困問題とセカンドチャンス
～無料塾「慈有塾」の活動から～

貧困により教育機会を奪われ、性風俗産業等グレーゾーン産業に従事する若
一般社団法人慈有塾
者がいます。彼ら・彼女らが学歴取得により、もう一度「セカンドチャンス」をつ
☎080-3288-8828
かむことを願い、無料で高卒認定試験等を目指す学習支援を行う当塾の取組
info@jiyujuku.net
みにつきご紹介いたします。

10:00～12:00
第二会議室
有料（200円）

赤ちゃんとのかけがえのない時間を
楽しむベビーダンス

ベビーダンスは、今しかない赤ちゃんの時期にこそできる、抱っこしながら親 日本ベビーダンス協会
子で一緒に踊るダンス。産後ママのエクササイズにもなり、終わった後はスッ suzu.babydance@
キリ! リフレッシュ！寝かしつけなど、子育てにも役立ちます☆
gmail.com

10：30～12：00
和室（第三会議室）
有料（1500円）

キャリアの描き方
～転勤辞令。あなたなら、どうする？

キャリアを描くとき、大きなハードルともなり得るのが自分及び配偶者の転勤。転
日本女性技術者フォーラム
勤への向き合い方の事例（2人のお子さんを連れ南米に赴任した日産自動車の
info@jwef.jp
小林千恵さん他）を通じて、新たな視点でライフ＆ワークを考えてみませんか。

10:00～12:30
視聴覚室ＡＢ
無 料

kurotsu@tokyo.doyu.jp

10:00～12:20
視聴覚室Ｃ
有料（1500円）

こども食堂のつくり方
～地域でつくろう～
見て、聞いて、感じた
ドイツとポーランドの今
～戦後70年を経て～

一般社団法人国際女性教育
混迷するＥＵードイツは、メルケル首相の下、フランス、イタリアと共に主導的
振興会東京支部
牽引力を発揮。ポーランドは、歴史に翻弄されつつ前進しようとしている。両
☎03-3937-3604
国の底力を学ぶ時、私たちはそこから何を学び、何が出来るのか、一緒に考え
FAX 03-3937-3604
てみませんか？
atsuga@flute.ocn.ne.jp

スタジオＴＫ
更年期に身体と心の変化を感じたら、その気づきこそが健康の大切さを再認
女性の健康講座
☎090-6168-7818
識して、元気な老年期への取り組みを始めるチャンス。将来の健康を左右する
FAX 03-3415-2532
「元気な老年期の準備は更年期から」 大事な更年期の過ごし方について、詳しく解説。プレ更年期の方も歓迎！

lhp.clubtk1374@gmail.com
トーストマスターズクラブ
話し方・聴き方は一生もののスキル。それを、勇気を出して学び始めることで、
「話し方・聴き方はこうして学ぶ！」
（東京地区）
どれほど人生が豊かになることでしょう！ 楽しく仲間と学びあう様子をデモ例
kosuginomori.tmc@
参加型ワークショップ
会で体感☆あなたの「新たなきっかけ」の一つに！
gmail.com
特定非営利活動法人 ママの
日本では出産を機に仕事を辞め、
育児に追われる日々の中、
孤独を感じる母親
子育て中がメリットになる働き方って？
働き方応援隊東京港校
たちが増えています。そんな母親たちが、子どもと一緒に社会と繋がれる場所
「赤ちゃん先生」プロジェクト活動紹介 ―それが“赤ちゃん先生プロジェクト”です。妊婦さん、お子さん連れ大歓迎！ tokyo-minato@
mamahata.net
こどものアトリエ
ペッタン♪ペッタン♪手形をペッタン♪楽しくかわいい手形をアレンジしたエ
親子de工作
「ひつじぐも」
コバッグ作りのワークショップ。創作活動を通じて親子のコミュニケーションを
☎080-6600-3323
～手形での楽しいエコバッグ作り～
深めましょう！
a.hitujigumo@gmail.com
子育て主夫ネットワーク
「女子大生の2人に１人が、
将来の夫が専業主夫でもＯＫってホント？」
「ぶっ
レノンパパ・サミット2016
「レノンパパ」
ちゃけ専業主夫でホントに生活できるの？」現役専業主夫と現役女子大生がホ
☎090-5540-2768
専業主夫 vs 女子大生
ンネで「主夫」への疑問をぶつけあう赤裸々トークバトル。
syuhunet@lennonpapa.org

夜

①11月11日（金）14:00～15:30
②11月12日（土）10:00～11:30
③11月12日（土）14:00～15:30
④11月12日（土）17:00～18:30

一般社団法人
土木技術者女性の会
ttn7aix23r@
mx8.ttcn.ne.jp

10:00～12:00
第一会議室A
無 料

こども食堂ネットワーク・
今、全国に広がる“こども食堂”－「私もやってみたい！」
「関心がある」という
14：00～16：00
東京都（共催）
方に向けて、すでに活動をはじめている“先輩こども食堂”の皆さんが、ご自
ホール
【申込みサイト】
身の体験をもとにこども食堂のつくり方を伝えます。
http://kodomoshokudou-network. 無 料
※応募者多数の場合は抽選になります。
com/seminar/seminar01.html

間

■展示
名

土木系女子学生のためのキャリアセミ“土木なんて男性中心”と思っているあなた！そんなことはありません。今はた
“土木の世界”を知り、女性技術者たちと一
ナー～土木の仕事の魅力と私たちの働 くさんの女性が活躍しています。
緒に、あなたの将来を考えてみませんか？
き方 ２０１６～

ＪＷＬＩ
（日本女性リーダーシップ・
イニシアティヴ）プログラム
２０１６年度ボストン研修生報告会

図書資料室でアートする
～コラージュで創る私のものがたり～

画

出産のための準備はしても産後の準備は怠りがち。産後ケアのプロ「マドレボ
特定非営利活動法人
ニータ」が提案するスマホアプリを使って産後の準備を学びます。これから出
マドレボニータ
産を迎えるご夫婦やご家族で出産準備をしましょう！ 同じ立場の方同士のネッ
wpforum@
トワーク作りも！
madrebonita.com
※単身での参加も可。生後210日までの赤ちゃん同伴可

18：30～20：30
視聴覚室
無 料

気の向くままに雑誌を切ったり貼ったりの単純作業は凝り固まった心をほぐし
てくれる効果も。図書資料室で一緒にアートしませんか？ 予約制です。
☎ 090-1784-6661
FAX 052-804-7531

企

アプリによる新しい出産準備に
ついて学ぼう！

親子のためのワークショップ
～お花とアートde親子のきずなを感じ
るひととき～

おはなし会

時間・会場他

音を紡ぐ女たち
女性作曲家を知り、聴く PartⅡ

18：30～20：30
和室（第三会議室）
無 料

11月11日（金）、12日（土）
恒例の「おはなし会」を今年も開催します。楽しいおはなし、たくさん取りそろ
11:40頃～、15:00頃～
えておまちしています。
※この時間以外でも集まり次第随時開催します。

団体申込先

知られざる女性作曲家＆
女性自身も「女に作曲はできない…」と思い込んでいませんか？そんな誤解は
11:00～12:40
小林緑カンパニー
吹き飛ばしたい…それには女性たちの音楽を、まずは実際に聴いてください！
ホール
☎03-3331-4010
音楽の力による癒しの効果プラス歴史に埋もれた女性の活躍を知り、明日へ
有料（1000円）
FAX 03-3331-4478
の元気をチャージ♪
１０才以上
unknownmusic@view.ocn.ne.jp

東京中小企業家同友会

料

名

容

後

14：00～16：30
和室（第三会議室）
有料（500円）

内

午

いいお産の日
サミット＆トークショー

特定非営利活動法人
仕事も外出もあきらめない！ 子どもを産み育てることをチャンスに変える！自 子連れスタイル推進協会
由に楽しく子育てできるワークライフスタイルを考えるトークショーと交流会 ☎029-886-8985
です。子連れ参加大歓迎！肩の力を抜く子育てのコツを学びましょう！
FAX 029-856-7755
rakufam@gmail.com

名

時間上手の第一歩！ 自分も企業もハッ 時間貧乏の私にサヨウナラ！短時間でも成果を出せる！ ワークライフバランス 倶楽部WAT21（女性部）
と企業の利益が連動するしくみってない？ 朝時間の有効活用法を学び、現状 ☎ 03-3261-7201
ピーになる“朝活”のススメ
分析、参加者とシェアします。
FAX 03-3261-7202

14：00～16：00
第一会議室
無 料

スキルノート
14：00～16：00
☎090-1783-6160
第二会議室
skillnote111@gmail.com 有料（1500円）

働く女性のためのセキュリティマネジメ 働く女性が直面するあらゆるシーン（ハラスメント、出産育児、病気・ケガ、介 働く人のセーフティネット
護など）に労働法・社会保障・社会保険の役立つ仕組みを学び話し合いましょ
info@
ント～マタハラ、セクハラ、パワハラな う。
workers-safetynet.jp
どの事例から～
講師：笹山尚人弁護士ほか

前

35歳からの女性起業を応援する専門家集団 キャリア３５。ローリスク起業の 一般社団法人 キャリア３５ 10:30～12:00
ポイントを、ビジネスプラン・法律・広報・お金の点からギュッとまとめてお伝え ☎03-6380-8018
第二会議室Ｂ
します。
career35@career35.com 有料（500円）

午

前

好きを仕事に！
35歳からの起業セミナー

特定非営利活動法人 フラウネッツ 10:30～12:00
理系女性の皆さん、専門性の高い知識が埋もれたままになっていませんか？
第二会議室Ａ
☎03-3478-0372
在宅ワーカーには、論文要約や翻訳など、理系ならではの仕事を行う女性がた
FAX 03-6421-3282
無 料
くさんいます。その働き方について、先輩たちの本音を聞いてみませんか？
npo@fraunetz.com
子供同伴不可

画

13:30～16:00
第一会議室A
無 料
14:00～15:30
第一会議室B
無 料
13:30～16:45
第二会議室Ａ
無 料
14:00～16:00
第二会議室Ｂ
無 料
13：30～16：30
和室（第三会議室）
有料（1000円）
14:00～16:00
視聴覚室AB
無 料

13:30～16:30
自由な自己表現は、自分を癒すことにつながります。忙しい子育ての日々、親
特定非営利活動法人
視聴覚室Ｃ
も子も、花やアートで自分の為にリフレッシュしませんか？作ったあとは、出来
ＩＡＴＨ関東支部
有料（大人1名＋子供1名
上がった作品を見ながら、ワイワイおしゃべりタイム☆親子の会話も弾みます
npo.iath.kanto@gmail.com 1500円、１名追加700円）
♪
※お子様のみの参加はできません

18：00～20：30
２０１６年９月、アメリカボストンで、非営利組織の運営とシモンズ経営大学院の
ＪＷＬ
Ｉの会
ホール
女性のための戦略的リーダーシップを学んできたＪＷＬ
Ｉ研修生４名が、研修で
jwli2016info@gmail.com 無 料
学んだことと帰国後の活動について発表する帰国報告会です。
小学生高学年以上同伴可
「怖くてイヤと言えなかった」
「早く終わってほしいから、黙って耐えた」この
特定非営利活動法人
18：00～20：45
状況は、刑法では「強姦」として認められない可能性があります。法が定める
しあわせなみだ
第一会議室
ここがヘンだよ日本の刑法性犯罪
性犯罪と実際に起こっている性暴力との「ズレ」、街頭インタビュー等を通じ
info@shiawasenamida.org 有料（1000円）
て考えます。
明 治 大 学 情 報コミュニケー 18：30～20：00
彼女の服装、彼の服装、どこまで許せる許される?!をテーマに、身近な問題か ション学部堀口ゼミ
第二会議室
大学生によるデートＤＶワークショップ ら「デートＤＶ」について話し合って、考えてみましょう。
☎03-3385-1338
無 料
etsuhori@meiji.ac.jp

「働く女性の全国ホットライン」１０年目 働く女性のホットライン１０年間の推移と現状のリアルを報告します。その現実
のリアル～だれもが週３日労働で生き から、家事・育児・介護をせずに済むケア付き男性正社員を「標準労働者モデ
ル」とすることの見直しを提言し参加者で討論したいと思います。
られる社会に～

働く女性の全国センター（ACW2）
18：00～20：30
☎03-6803-0796
第三会議室（和室）
FAX 03-6803-0726
有料（300円）
office@acw2.org

特定非営利活動法人
トークライブ＆ＷＳ
パートナーや家族がいてもいなくても、将来は"ひとり"かもしれない…。
コレクティブハウジング社
これからの住まい選択
血縁でない他人との関係を育みながら、それぞれが最後まで自分らしく愉し
☎03-5906-5340
～わずらわしいか、楽しいか？「他人と く生きられる新しい住まいのカタチ・これからの暮らし方を、ご一緒に考えて FAX 03-50906-5341
いきましょう。
ともに暮らすこと」の可能性とは？
event@chc.or.jp

18：00～20：45
視聴覚室ＡＢ
有料（1000円）

『旦那さんはアスペルガー』に登場する コミック『旦那さんはアスペルガー』最新刊に登場する“さくらさん”本人が登 ラポール・ラボ
18：00～20：30
壇！「カサンドラ状態」による1年半の車いす生活や乳ガンを乗り越えた経験 ☎090-1784-6661
視聴覚室Ｃ
聖母"さくらさん"が語る－「アスペでも 談を含め、発達障害の人の生きづらさや、周囲人の苦労を理解するヒントがこ FAX 052-804-7531
有料（1000円）
旦那さんのことが大好きです！」
こにあります！
office@rapport-family.com
※保育を希望される方は、各企画主催団体にお問い合わせください。
（先着順につきお早めに）

