
油縄子小学校の２年生が、町たんけんの 

授業で女性センターを見学に来ました。 

女性センターはどのような施設なのか、 

熱心に耳を傾けていました。 

小さな 

お客さま訪問 
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広 報 紙 

■６月２３日～２９日は男女共同参画週間です 

■講座のご案内：「父子野外料理」「男がする介護」「男のキッチン」「ＤＶを考えるパート１６」

■男女共同参画に向けてのリレートーク 

   ■日立市女性センター友の会グループ紹介 

   ■平成２６年度講座一覧  女性生活相談 他 

６月は大切な月 

１９８５年６月１日、「男女雇用機会均等

法」が公布されました。それにちなみ、6 月

は「男女雇用機会均等月間」とされています。

また、１９９９年６月２３日には「男女共

同参画社会基本法」が公布・施行されたこと

から、内閣府男女共同参画推進本部では毎年

６月２３日から２９日までの１週間を「男女

共同参画週間」と定めています。 

日立市の男女共同参画推進の拠点施設であ

る女性センターでも、大切な月として様々な

取組みをしています。 

正面玄関のアンネのバラは 

いつも心をなごませてくれます。 

第135 号

発 行 

 2014 年 6 月

日立市女性センター指定管理者（日立市らぽーる協会） 

－日立市男女共同参画 

社会シンボルマーク－ 



男の食膳（Ｈ６年４月/１７人/第２水） 

 

年に一度、日頃の成果を披露。 

今まで実習したメニューの中 

から料理を作り、先生をご招 

待。各班、毎年腕を上げてい 

ます。 

♪友の会 グループ紹介⑤♪ 今回は、男性のみの料理グループです。 

 
 

①グループに参加したきっかけは？      ②料理を作って喜びを感じるのはどんなとき？     ③料理の他にどんな家事をしていますか？     ④料理グループに参加して良かったこと 

                                                                         

                                                                         

  

 

・家族とのコミュニケーション 

・人との出会い 

・料理を作るのに頭を使うようになった 

・食事の大切さがわかった 

・互いの情報交換の場 

・後片付けが苦でなくなった 

 

子育てパパシリーズ 

父子
お や こ

で学ぶ野外料理 

＜日 時＞ ７月２７日（日）９：００～１３：３０

＜講 師＞ ボーイスカウト指導者 

＜定 員＞ 小学生以上の親子 15 組 

＜参加費＞ １組 ２，７００円 

＜内 容＞ 火起こし、パエリア、焼きサンド 

      スープ、お楽しみデザート 他 

＜場 所＞ 会瀬青少年の家 野外炊飯場 

＜申込み＞ ７月９日（水）９：３０から電話受付 

男がする介護 

～大切な人への介護に備えて～ 

＜日 時＞ ７月５日（土）９：３０～１６：３０ 

＜講 師＞ 小角 和子さん（保健師） 

      北見 直美さん（日立市萬春園職員） 

      小又 誠 さん（日立市萬春園職員） 

      介護体験者 

＜定 員＞ ２０名 

＜参加費＞ ２，５００円（資料代・昼食代含む） 

＜申込み＞ ６月１０日（火）9：30 から電話受付 

男性のための料理講座 

男のキッチン 基本のキ 

＜日 時＞ ①9/10 ②10/4 ③11/1（土） 

＜講 師＞ 高橋 友子さん（管理栄養士） 

＜定 員＞ 16 名 

＜対象者＞ 料理初心者の男性 

＜参加費＞  未 定 

＜内 容＞ ご飯の炊き方、野菜の切り方、基本の 

おかずなど 

＜申込み＞ ８月８日（金）9：30 から電話受付 

ドメスティック・バイオレンスを考える パート 16 

ＤＶ防止法改正の経験から考える 

女性の貧困と子どもの貧困 

＜日 時＞ ８月７日（木）１３：３０～１５：３０

＜講 師＞ 鳫
がん

 咲子
さきこ

さん（跡見学園女子大学 准教授） 

＜定 員＞ １００名 

＜対象者＞ ＤＶ相談業務従事者、援助者 

      学校関係及び一般の方 

＜参加費＞ 無 料 

＜申込み＞ 随 時 

食文化研究会（Ｈ8 年４月/11 人/第２金） 

 

自宅は勿論、年一度の祭りに 

も料理の腕を振るい、また、 

旅行会の実施や○○会と称し 

た飲み会にも舌鼓。和気あい 

あい深い絆で仲間を増やして 

います。 

第３水曜会（Ｈ18 年４月/７人/第 3 水） 

 

グループ活動を始めてから手 

や器具を洗うなど、衛生面に 

も注意するようになった。家 

事の段取りもよくなり、ごみ 

出しも当番制。とにかく楽し 

い！ 

「ぶどうパン」 

 

これでもか！とレーズンを加えても妻は丁

度良いと言い、母は足りないと言う。レー

ズン一つでも三者三様。相互理解も道半ば

です。 

企画委員 及川

 

６月２３日～２９日は 

男女共同参画週間 です 
 

平成２６年度の男女共同参画週間 キャッチフレーズは、「家事場のパパヂカラ」 

性別・年齢を問わず、各個人が 職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実現するために、

一人ひとりが考え、取り組むことが必要です。私たちのまわりのパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか？ 

「妻に負けじと関心を持つ父親たち」 

 

近年、学校の授業参観に父親の顔が多い。

仕事は？と心配してしまうが、子どもの嬉

しそうな、照れくさそうな顔を見ると、余

計な心配のようだ。 

企画委員 小田部

「女性の社会参加と男性の役割」 

 

男女平等、男女雇用機会均等、男女共同参

画等々、女性の積極的な社会参加と男性の

育児、家事、介護などに対する関心を高め、

一定の役割分担を求める活動を支援してい

きたい。 

企画委員 岩山

 
お電話でお申込みください 

☎ 0294-36-0554 

 

リレートーク 

男女共同参画に向けての 

らぽーる企画委員とは… 

女性センターで実施している講座を、職員と 
一緒に企画している公募の市民スタッフです。

今回のリレートークは、男性企画委員のコメ 
ントです。 

男の本音聞いてみました！ 

ごみ捨て 

布団干し 

妻がすることは全て 

家庭菜園 



H26 年度 講座一覧 

●発 行／日立市らぽーる協会（日立市女性センター内） 

〒316-0036 日立市鮎川町１－１－１０ Tel３６－０５５４・Fax３８－２４６０ 

ホームページ http://www.rapporthitachi.jp/  ツイッター @rapport_hitachi 

 

詳細は、市報やチラシ、ホームページなどをご覧ください。日程や内容が変更になる場合があります。 

※託児は無料です。お問合せください。 

      

 

                 

 

 

 

 

 

 講   座   名 日 時 募集 (市報掲載号) 

1 資格取得準備講座「認知症ライフパートナー検定試験」 10・11 月  

2 資格取得準備講座「Excel MOS 検定受験に向けて」(全 10 回) 11・12 月  

3 仕事に役立つパソコン講座「Excel 基礎編」     (全 5 回) 6/27～7/25(金) 市報 6/5 号 

4 〃      「Word 基礎編」     (全 5 回) 7/3～7/31(木) 市報 6/5 号 

5 〃      「Excel 応用編」     (全 6 回) 11・12 月  

6 〃      「Word 応用編」     (全 6 回) 11・12 月  

7 〃      「パワーポイントでスキルアップ」 7/12～7/26(土) 市報 6/5 号 （全 3 回）

8 「仕事に役立つ美しい文字の書き方」        (全 5 回) 6/6～8/1（金） 市報 5/5 号  

9 起業セミナー「女性のための創業塾」       (全 6 回) 10・11 月  

10 「男女共同参画セミナー」            (全 2 回)       

11 ドメスティク・バイオレンスを考える パート 16   8/7（木） 市報 7/5 号 

12 健康講座  ※メンタル面を取り上げます。 9 月  

13 キャリアデザイン講座 ※働き続けていくために  (全 4 回) 11 月  

14 地域連携事業  随時募集していきます 

15 子育てパパシリーズ「父子（おやこ）で学ぶ野外料理」 7/27（日） 市報 7/5 号 

16 「男のキッチン 基本のキ」※男性のための料理講座 (全 3 回) 9～11 月 市報 8/5 号 

17 「男がする介護 ～大切な人への介護に備えて～」  7/5（土） 市報 6/5 号 

18 普通救命講習会 ※AED を使った講習       9/27（土） 市報 8/20 号 

19 子育てママシリーズ①「ママ撮って！気分はカメラマン」 6/10（火） 市報 5/20 号   終了 

20 子育てママシリーズ② 12 月  

21 整理術講座 2 月  

22 「55 歳から始めるパソコン講座」        (全 6 回) 6/23～7/9(月・水) 市報 6/5 号 

23 「初めてのパソコン入門 －文字入力から－」  (全 8 回) 11 月  

24 軽やかリズム体操＆楽しく踊ろう        (全 5 回) 5/28～6/25（水） 市報 5/5 号 

25 らぽーるミニ講座  ※月１回開催します。お問合せください 6/24・7/29・未定 自由参加です 

26 女性センター祭り 2014 10/18・19（土・日）  

27 「チャリティー事業」 らぽーる協会の設置している《DV 被害者支援基金》のために年間を通して実施します。

女性生活相談のご案内 さまざまな相談を受け付けます。まずはお電話を。 

曜日：月～金曜日 および 第２・４土曜日 

時間：１０時～正午・１３時～１６時   ※秘密は厳守 

電話：０２９４（３５）２２１５（直通） ※女性相談員が応対します。 
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