これからの講座のご案内
オンライン開催「愛の不時着」
韓国ドラマを読み解く

2021年7月〜2021年12月

AICEL TOPICS
3月8日は国際女性デー

Jo-Shizu（静岡女子）防災講座
私の声を地域に活かす

ハイヒールを履いたお坊さん
〜多様な性とマインドメイク〜

コロナ禍の中、動画サービスで配信され

女性会館発！女性の視点を生かした防

メイクアップアーティスト、
僧侶、
LGBTQ活

「パープルリボンプロジェクト」が
事業企画大賞受賞

て以来、沼落ちする人続出の韓国ドラマ

災知識とノウハウが身につく人気連続講

動家として多彩に活躍している西村さんと、

「愛の不時着」。第4次韓流ブームを引き

座を今年も実施します。女性の支援を専

静岡市内のバーテンダーである鈴木さんか

女性に対する暴力をなくす運動期間に行っているキャン

起こしたこの作品に、
なぜ多くの人が惹

門とする講師が災害や復興の実状を説

ら、
自由に生きにくい社会で、
どのように自

かれたのか、
ジャーナリストの治部れん

明します。女性が欠かせない現場で、
自

分らしく堂々と生きるか伺います。
第1部は

げさんと一緒に、
ジェンダー視点で考え

らどう動くべきか、今からできることから

対談で、
後日限定配信、
第2部は講師を囲

ます。第1部は講演、第2部は講師との

考えましょう。

んでの質疑応答タイムです。

・・・

交流や質疑応答タイムです。
日 時 6月26日
（土）13：00〜14：30
対

象 どなたでも30人

（第1部30人 第2部16人程度）

会

場 オンライン
（Zoom）

講

師 ジャーナリスト 治部れんげさん

参加費 無料
申込み 6月1日
（火）10：00からHPで

対

象 静岡市在住の女性20人

会

場 研修室

講

国立女性教育会館
師 （独）

専門職員 丹羽麻子さん ほか
参加費 無料
託

児 要申込み
（1歳〜未就学児）

子ども1人につき500円

申込み 7月4日
（日）
17：00までに

（申込順）

ペーンイベント
「パープルリボンプロジェクト」が、全国女性
会館協議会主催第14回事業企画大賞を受賞しました！静
岡市女性会館が大賞を受賞するのは、
これで３度目です。
本来なら、全国大会の開催館である熊本県男女共同参画
センターでの表彰式に臨む予定でしたが、新型コロナウイ
ルスの感染拡大の状況を鑑み現地入りを断念、
オンライン

日 時 7/17、
31、
8/21、
28、
9/11

（いずれも土）
13：00〜16：00

ジェンダー平等への関心高まる

日 時 7月19日
（月）14：00〜16：00
対

象 どなたでも30人

会

場 B-nestプレゼンテーションルーム

講

（静岡市御幸町3-21ペガサートビル6F）

師 僧侶 西村宏堂さん

バーテンダー 鈴木章予さん

参加費 無料
申込み 7月1日
（木）
10：00からHPで

（申込順）

HPまたはお電話で
（多数選考）

での事例報告となりました。
プロジェクトは2016年に始まり、
世界中で知られる啓発ダンス
「Break the Chain」
を踊って、
女性への暴力防止について考えるものです。毎年若い世
代の参加が増え、幅広い世
代を巻き込み、2018年から
はダンスフェスとして開催し
ています。2020年はコロナ
の影響で無観客でしたが、

1904年3月8日にニューヨークの女性労働者が賃金改善と
労働時間短縮、参政権を求めてデモを行った日にちなみ、
1975年、国連が国際女性デーを制定しました。女性に対
する差別撤廃と女性の地位向上を訴える国際女性デーで
すが、
まだ日本ではあまり知られていません。
女性会館が実
施したSNSアンケートでも国際女性デーのことを
「知ってい
る」
と回答した人は29％でした。今年は国際女性デーの前
後1週間に、東京五輪・パラリンピック組織委員会元会長
の女性蔑視発言をどのように感じた
か市民の皆さんの声を集めました。
「周りにいた人たちもこの発言を笑っ
ていたので、周りがまず変わらなけ
ればいけない」
「いろいろな人が疑問
を持ち、
考えるきっかけになればいい
と思う」
などの意見が寄せられ、高校
生からシニアまでジェンダー平等に
ついての関心の高まりを感じました。

テーマに対するダンサーの
想いを、
より多くの人に届け
ようと、動画を制作、公開し

一緒に踊ろう“BTC”ダンス！
①②③

後悔しないための
離婚の法律知識①②③

①はオリエンタル・ボリウッドダンスの講

①基礎知識②お金③子どもをテーマに3

昨今、公立私立問わず探

師、②③は全国大会にも出場している静

回シリーズで学ぶ女性のための法律講座。

究学習を行う高校が増え

岡大学ダンス部が、毎年女性会館で開
催するパープルリボンダンスフェスでも

「離婚」
の2文字が頭をよぎった時、
感情に
任せるのではなく、
法律の知識をもとに、

ジェンダーに関する
探究学習を応援します！
てきました。女性会館は、
地域の男女共同参画を推

おなじみの国際的なダンス
「Break the

長期的な視点で主体性を持って考えら

進する拠点施設として、
ジェンダー課題

Chain」
を指導します。
一緒に身体を動か

れるよう、女性弁護士が離婚に関する法

に取り組む生徒さんたちを応援したいと

し、表現する楽しさを体験しましょう。
ご

律知識を分かりやすく解説します。

考えています。
どうぞお気軽にご相談く

家族での申込みも大歓迎です！

日 時 ①9月30日
（木）

②10月28日
（木）
③11月25日
（木）
いずれも9：45〜11：15

日 時 ①8月19日
（木） 9：45〜11：30

②9月16日
（木） 18：45〜20：30
③10月21日
（木）
18：45〜20：30

対

象 どなたでも15人

（小学生未満は同行可）
会 場 フィットネスルーム
講

師 ①木下みどりさん
（VB4）

②③静岡大学ダンス部

参加費 無料
申込み 各開催月1日10：00から

HPまたはお電話で
（申込順）

ださい。

対

象 各回 女性20人

会

場 研修室

講

（弁護士）
師 松原華子さん

参加費 無料
託

児 要申込み
（1歳〜未就園児）

子ども1人につき500円
申込み 各開催月の1日10：00から
HPまたはお電話で
（申込順）

探究学習のサポート内容
☆具体的なテーマの相談
☆資料の団体貸出
☆インタビューしたい人の紹介
☆アンケートの作り方や実施の協力

発表者も同時に募集しています。
2022年2月には、
ジェンダーに関する卒
論・探究学習発表会を開催します。ぜひ
学校外で発表する機会にしてください。
問合せ、
申込みは、
お電話で。

ました。本誌表紙のQRコー
ドよりぜひご覧ください。

毎月第４土曜日
女性のためのほっとスペース

ふらりOPEN

新型コロナウイルスの感染拡大は、女性の仕事や生活、心

図書コーナー発のイベント

絵本で楽しく過ごす朝
「1日の始まりに絵本の読み聞かせをしてみませんか」
乳幼
児とその保護者に呼びかけたイベントを、10月から3月ま
で開催しました。
コロナの影響で半年遅れのスタートとな
りました。毎月第３月曜日の朝、図書コーナーのキッズス
ペースに限定５組の親子が集まり、
司書と一緒に、絵本を
読んだり、手遊び歌を歌ったり、絵本の読み方、選び方や
育児雑誌の紹介を受けました。おしゃべりがまだの子も
歌に興味を持ち、大型絵本に眼を見張って声をあげて

理面に大きな影響を及ぼしました。長引く自粛生活で「家族
も自分もストレスを抱えている」
「勉強したいけど、
集中できな
い」
という人も増えました。
仕事を失ったりシフトが減ったりし
て、限られた収入の中で「やりくりが大変」
という声も聞こえ
てきます。静岡市では、
そんなときに誰かと話したり、ひと息
ついたりすることができるスペース
「ふらり」
を開設しました。
「他愛もない女子トークがしたい」
という人のためにおしゃべ
りカフェタイムを設け、
会場には、
手芸や工作ができるグッズ、
インターネットがつながるパソコンも用意しました。
申込は不要、
参加費無料、いつ来てもいつ帰ってもOKです。ぜひ、ふらり
と立ち寄ってみてください。
（開催時間は10：00〜16：00）

笑ったりと、親子で楽しんでいただきました。終了後には、
「いろいろな本があるんですね」
と一般書の書架をのぞい
たり、貸出カードを作って
絵本や雑誌を借りてい
か れる方もあり、本 を
もっと身近に感じる朝の

申込先・問合先

静岡市女性会館 〒420-0865 静岡市葵区東草深町 3-18

tel 054-248-7330
hp https://aicel21.jp

ひと時となったのではな
いでしょうか。

会場は、記載がない限り、女性会館（アイセル21）になります。
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