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平成22年度
協働事業の実施団体と開催講座のご紹介Seminar

平成22年度　市民講師事業スケジュール表

　すくらむ21では、「男女平等のまち・かわさき」の実現をめざして、地域で活動する市民団体・グループ、NPO等とともに、協
働して事業を実施しています。市民が主体となることで、より多様な課題項目や、団体自身の活動の幅を広げる目的も含めて、
男女共同参画社会の実現に向けて推進していくための事業です。今年度は5団体のご応募があり、4団体が採用されました。
今年度採用された団体と実施事業をご紹介します。

平成22年度 市民講師事業の
ラインナップをご紹介！

　市民の皆さまが、自分の知識やスキル、経験を活かして、講師として講座を企画・実施し、ご活躍の場を提供する目的で実施
している「市民講師」事業。男女共同参画社会の実現に向けた、広範囲にわたる活動をさまざまな切り口で実施する目的で展
開されており、ご好評をいただいております。
　今年度も、37件のご応募をいただいた中から、書類審査による一次選考とプレゼンテーションによる二次選考を経て決定した、
以下11の講座を実施いたします。最新情報は、すくらむ21ホームページでご案内してまいります。

NEWS
クリップ

ホメホメ取材力講座（全2回）
家族や友人など、親しい間柄であるからこそコミュニ
ケーションが難しいときもあります。『取材』という手
法を使って「褒める」「共感する」などのテクニックを用い
てより良いコミュニケーションの実現を支援します。

"ONLY ONEなわたし創り"
－他人と比べないポジティブな
自分を創ろう！－（全2回）

世界に 1人の素敵な自分の存在に気づき、他人
と比べないポジティブな自分を創りましょう！
自分を見直し、ONLY ONEな名刺をつくります。

普段運動不足と感じている方、運動が苦手な方
でも、気軽に効率よく効果が得られます。いい汗
をかいて楽しみながらシェイプアップ！

心を癒すフラワーエッセンスの歴史から、選び
方、使い方まで学び、希望者には実際にエッセン
ス作りも体験できます。

モノがあふれる現代。シンプルな暮らしはまず
整理から。物の持ち方、付き合い方を見直して、
家族みんなが快適に生活するための整理･収納
のコツを教えます！

エアロビクス ＆ ストレッチ
（全2回）

フラワーエッセンスで自分を癒して
楽しい子育て（全2回）

書道を楽しむ
～基礎から作品作りまで～（全2回） 

初心者も気軽に参加して楽しめる基礎からの書
道講座。

音楽療法　若返りリトミック
楽しく歌いながら、身体を動かしたり会話を楽し
むことで、頭すっきり、心も身体も健康になりま
しょう！

シンプルな暮らしのための
整理収納入門（全2回） 

旅先ですぐに使える！
異文化交流のスターターキット

外国語に自信がないと、外国人と交流できな
い？そんなことはありません！この講座では異
文化交流のビギナーさんでもすぐ始められる交
流ノウハウを学びます！

「輝く自分色」に出会って
新たな一歩を踏み出しましょう。

自分を引き立たせる色を知り、自分に自信を
持ってほしい。自分が輝く色を身につけて、ウキ
ウキ気分でどんどん外へ出かけましょう！

皆で創る
ホスピタリティ・コミュニケーション

ホスピタリティマインドについて学び、コミュ
ニケーション向上について考えます。「ワールド
･カフェ」方式で会話をし、体験参加型セミナー
で一緒に学びましょう。

骨盤調整ヨガ（全2回） 骨盤調整ヨガを体感しながら、自分の身体の時
間を作って見つめる事を始めませんか？

※講座タイトル等は、変更になる可能性がございます。
※各講座の詳細や申込受付の開始時期、申込方法などは、当センターのホームページかお電話にてご確認下さい。

※実施する講座のタイトルや日程などは、都合により変更になる場合がございます。

講師名企画タイトル No. 講座内容 実施予定日

6月19日（土）
6月26日（土）

9月7日（火）
9月28日（火）

7月6日（火）
7月13日（火）

9月4日（土）
9月18日（土）

10月16日（土）
10月30日（土）

12月4日（土）

9月11日（土）

10月19日（火）
11月2日（火）

11月30日（火）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

山田 容子 氏
（人財コンサルタント）

一力 晶子 氏
国立音楽院認定音楽
療法士

和泉 透 氏
男女共同参画情報誌
「ウィズ新宿」
平成21年度編集部員

権田 真理 氏
エアロビクスインストラクター　
エアロビクスサークル
「ママクラブ」主宰

松本 貴子 氏
ワーカーズコレクティブ
ハートランド　フラワー
プラクティショナー

赤羽 明珠 氏
純正書法連盟
常任理事・
群象書人団幹事

吉川 圭子 氏
整理収納アドバイザー1級
整理収納アドバイザー認
定講師
standard+主宰

石田 智子 氏
ＮＬＰコーチ
（コミュニケーション心理学）
arubireo-net主催

ロー 紀子 氏
異文化コーディネーター
ライター＆プランナー
ＬＬＰプラグド代表

大辻 希春 氏
2011年 

1月22日（土）
　　29日（土）

11
（ヨガインストラクター）

田中 康子 氏
カラー＆イメージ
コンサルタント

11月13日（土）

「fathering = 父親であることを楽しむ生き方」を
世の中に広め、男性の育児支援を通して社会変革
を目指すNPO法人です。講座セミナーを始め
様々な育児支援事業を行いながら、川崎エリアを
含めて全国各地で父親の育児促進を図る活動を
展開しています。

NPO法人　
ファザーリング・ジャパン 川崎支部 男性の育児支援で積極的に活動するNPO法人ファザーリング・ジャパン川崎支部のメンバーが

中心となり、「かわさきパパ・スクール」を開校します。パパ・スクールは父親が主役の育児講座。子
育てを楽しむことで自身の人生が充実することはもちろん、父親が笑顔になれば子どもたちの
「夢と未来」が輝きます。パパ・スクールで育児のマインド/スキル/知識をマスターし、パパ友同士
で刺激を与え合うことで育児にコミットする男性を増やし、地域を活性化する人材を輩出します。

実施事業 かわさきパパ・スクール　～子どもたちの「夢と未来」を輝かせる「笑っているパパ」になろう！～

第1回
あづまパパの
「ワークライフバランスの極意」 

第2回
おくだいらパパの
「パパのための絵本講座」 

第3回
かわしまパパの
「パパは地球上で一番素敵な職業」

第4回
ビストロパパの
「パパ料理～料理力は仕事力」  

第5回
にしむらパパの
「絵本うたライブ」

子育てに支援を必要とする親子、また関係者に対し
て、さまざまな支援活動や事業を行い、地域社会ひい
ては全ての人々が、男女・年齢・立場を問わず、子ども
の未来に希望を抱き、子育てが自然に出来るような関
係づくりに寄与することを目的として活動しています。

NPO法人 ままとんきっず
小中学生を対象に、助産師による「いのちのはなし」講演会（生命の始まりや出産における母親
の苦しみなど）のほか、妊婦ジャケットの試着、胎児人形の抱っこ、乳幼児とのふれあい、手遊び
や絵本の読み聞かせ講習、ベビーカー体験、ビデオの視聴を通じて、子供たちが生命の尊さ、大
切さを実感し、自分もまた愛情を持って育てられたことを理解する機会とします。

実施事業 妊婦体験・赤ちゃんとのふれあい体験

※市内の小中学校単位で実施します。

男女の社会的文化的に作られた性別による差別
をなくし、男女共同参画社会を実現することを目
的として、学習や活動を行なう市民活動グループ
です。

川崎の男女共同社会を
すすめる会

神奈川県をベースに男女共同参画社会をめざす
NGOです。川崎地区として、すくらむ委託事業な
どに企画・参加しています。

かながわ女性会議　川崎

1975年の国際婦人年世界会議（メキシコシティ）以降、世界では女性の人権を確立する動き
が顕著になりました。1979年の国連差別撤廃条約採択はその大きな成果となり、出発点でし
た。貧困や格差がますます深刻化・固定化する昨今、世界は男女平等を求める運動をさらに深
め、ジェンダー平等へと進んでいます。「ジェンダー平等」の視点をフィルターにすると何が見え
てくるか…。それぞれのテーマで3回の学習会を行い、参加者と共に考えます。

実施事業 ジェンダーの視点から現代を読む
いま

第1回 6月26日（土）

第3回 2011年2月開催予定
すくらむ21まつりにて実施 ジェンダーとメディアリテラシー 「報道を読み取る力をつけるには…」

第2回 10月30日（土）

国連女性差別撤廃所委員会（CEDAW）の勧告と私たちの生活

ジェンダーと選挙制度～国会から女性議員が消える！？
議員定数削減と女性の社会進出の関連を探る」

男女・年齢問わず市民の立場から、地域の皆さん
にご家庭の「食の安心・安全」に向けて、「いざと言
う時に頼れる地域づくり」につながる行動提起と
実行を重視した活動を主体とする市民活動グ
ループです。

食の安心・安全行動提起・実行グループ
Ｕｚｕｍａｋｉ 女性の社会参画を応援をするためにも、家事講習を通じて幅広い世代の男性に身近な食や家

事に関心を持ってもらい自発的な男性の自立をうながします。また昨年度から引き続き女性農
業者の野菜直売所マップを作成し、地産地消の重要性や新鮮な採りたて野菜のおいしさを認識
し、地域を見直して継続的に地域活動に参画してもらうことを目的に下記の講座を実施します。

実施事業 男の自立を促すコミュニティつくりへ

※女性農業者の
　野菜直売所マップ作成

第1回 6月27日（日）

第2回 9月25日（土）

男の家事塾①　ベランダ菜園をはじめよう！

男の家事塾②　アイロンがけ講座
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あの人に聞きたい！
すくらむ21事業関係者へのインタビュー

　今年度もすくらむ21では、食料品の販売を通じて男女共同参画につながる活動への理解を深めていただけるよう、地域で活
動する様々なグループ団体を支援しています。
　今回、センターで定期的に食料品販売のイベントを開催して下さっている方々へのインタビューを行いました。商品販売の
その先にいる人々の姿を想像することから始まる、支援や貢献があることを知っていただく機会になればと思います。

焼きたてパン販売　パン工房めいぼう 障害者支援施設めいぼう所長　石原様

❶障害者支援施設めいぼうの設立経緯と目的をお聞かせ
ください。

　障害者支援施設めいぼうは、平成21年4月に｢知的障害
者施設陽光園｣と「身体障害者施設明望園」との統合施設
として誕生しました。
　知的・身体等に障害があっても、地域での自分らしい自立
した生活を目標に、必要な知識や技術を身につけるための
施設です。製パン科・クリーニング科・軽作業科があります。
　ここで生活している方と、居宅から通われている方が
います。

❷障害者の方々とのお仕事を通じて感じる学びや喜びはど
のようなことですか？

　利用者の方々は、一人一人異なった障害をお持ちです。
ご本人はもちろんご家族の方々も心身ともに大変なことが
たくさんあります。それらを受け止めて、かつ、前向きに生
きている姿を目のあたりにしながら支援をさせていただい
ていますが、利用者さんの笑顔や言葉などで逆にこちらが
助けられることが毎日あります。
　利用者の皆さんの希望が実現できるように支援させてい
ただき、また、小さな経験の積み重ねを大切にしています
と、振り返って見たときに大きなステップに繋がっています。
　「障害」という言葉は、「障がい」という言葉に置き換えら
れる傾向にありますし、｢自立｣は「自律」＝「自分らしく生き
る」ことだと思っています。その人生のお手伝いができるこ
とが、仕事をしていていちばんの喜びです。

❸すくらむ21で焼きたてパンを販売されてみて、他の販
売場所と違う印象はありますか？

　販売に至るまでの、細やかな打合せに始まり、広報活動・
販売に至るスタッフの皆様の応援・協力はとてもありがた
く、初日の販売から大盛況でした。
　他の販売においては、場所の提供等の協力はしていただ
いていますが、広報活動まではありません。他と違うところ
は、スタッフの皆さまが「めいぼうパン」のいちばんのファン
になってくださっていることだと思います。

❹これからの「パン工房めいぼう」についてお聞かせくだ
さい。また、市民の方へのメッセージもあわせてどうぞ。

　時間も販売も制限のある中で頑張って作っています。
「めいぼうのパンは、おいしいね！」「おいしかったからまた買
います！」とお客様からの言葉かけがいちばん！
　パン担当の利用者は、胸を張って販売しています。その
ために、工房の隅々のお掃除も手抜きをしません。販売ま
での小さな役割も責任を持って担当しています。
　これからも、よろしくお願いします。

『焼きたてパン販売 パン工房めいぼう』

毎月第1木曜日にセンター正面玄関入り口にて、障害者支援施
設めいぼうの焼きたてパンを販売しています。

実施時間：13時30分～15時（売切れ次第終了）
※2011年1月は販売いたしません。
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かわさきそだち野菜市 食の安心・安全行動提起・実行グループ　Uzumaki代表　山本様

❶Uzumaki設立の経緯と事業目的を教えてください。

　2007年9月にすくらむ21主催の「地域リーダー養成講
座」に参加したのが活動の原点になっています。当時、食品
表示偽装など食の安心・安全が脅かされるニュースも多く
ありました。事業目的として地域の食を考え、食品表示の読
み方セミナーの開催や多摩川沿いの野菜を直接市民に提
供できないかと考え、同じ年の11月に、かわさき市民活動
センターへ食の安心と安全を考え実行する市民団体として
正式に登録しました。これが、Uzumakiの始まりです。

❷注目を浴びる「農」を中心とした市民活動である
Uzumkiの活動の楽しさとは何でしょうか。

　種まき、定植、草取り、日々のお世話を通して収穫まで体
験できる農体験が、身近な食を考えることにつながり、食の
原点である「農」を中心にした活動が大変重要だということ
が分かってきました。
　Uzumakiの活動の楽しさは、この「農」から「食」へのつ
ながりを一貫して楽しめることです。またこれが、メンバー
の元気の秘訣になっていると思います。ベランダ菜園から
市民農園まで幅広い農作業の体験支援のプログラムを味
わえることも魅力だと思います。

❸山本様をはじめ、Uzumakiの皆さまの活動にかける思
いをお聞かせください。

　私だけでなく、Uzumakiのメンバーも楽しめる活動を目

指しています。自分自身が楽しめないと活動は長続きしな
いと思います。一方で、自己満足でもいけませんから、多く
の方にUzumakiの輪に加わっていただき、農と食を通じて
自分の周りの方々にも活動の楽しさや生きる喜びを味わっ
ていただきたいと思っています。
　自分たちで育てた作物を収穫し、自分で料理する環境を
提供できないかと考えています。その思いを今後も活動の
中に込めてやっていきたいと考えています。

❹Uzumakiの活動を通じた将来の夢を教えてください。

　昭和20～30年代の生活は苦しいものでしたが、近所の
皆さんが助け合っていました。
　そんな助け合いやお互い様の気持ちが息づく地域社会
をもう一度取り戻すことが、ますます価値あるものになって
いると実感しています。この土地にしっかり足をつけて、心
も体も家計も安定した人々が暮らす地域社会の実現が将
来の夢です。

❺市民の方にお伝えしたいメッセージをどうぞ。

　 食について考え、行動し、地元のために活動する
Uzumakiの趣旨に賛同して、一緒に活動していただける
方々を求めています。
　毎月第3木曜日にすくらむ21の玄関先で午前10時から
午後2時まで「かわさきそだち野菜市」をすくらむ21との
共催事業で行っています。
　地域の農家を紹介するだけでなく、農業に携わる女性
への理解を深め、支援をしていくこともすくらむ21と一緒
に事業を実施する大事な理由です。
　大都市江戸の台所を支えた川崎
の地場野菜を味わいに、是非お越し
ください。Uzumakiのメンバーに
色々な活動のこともお聞きくださ
い。お待ちしています。

6/17、7/15、8/19、9/16、
10/21、11/18、12/16今年度の

開催日程
今年度の
開催日程

『かわさきそだち野菜市』

毎月第3木曜日にセンター内ホール入り口前にて、川崎市産直
の野菜を販売しています。

実施時間：10時～14時（売切れ次第終了）
※2011年1月は販売いたしません。

「パン工房めいぼう」
での販売の様子

「かわさきそだち
  野菜市」の様子

Uzumaki代表の山本さん

五穀トマト カレーパン

事業のご案内

パン販売をされる
めいぼう職員の
大政さん（中）と皆さん




