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2 月 23 日（土）に、1 年のうちで最大のイベントである「第 28 回 女と男のいきいきフォーラム
八王子」を「一人の幸せ みんなの幸せ」をメインテーマに実施しました。
今年の講演会は、落語家の林家木久蔵氏を講師としてお迎えし、「木久蔵の仕事と子育て これがわ
たしの二刀流」と題し実施しました。講演では、木久蔵氏が父である林家木久扇氏にどのように育てら
れたのかから始まり、落語家として活躍するまでの修行期間のお話や、自身も父親としてどのように子
育てをしているかなどを語っていただきました。
木久蔵氏のユーモアあふれるお話に、最後の落語も含め始終笑いに包まれ、とても活気のある講演会
となりました。
≪参加者の声≫
・ 分かりやすく、笑いもあり気持ちの良い時間でした。ありがとうございました。
・ とっても楽しかったです。お付の後輩に対する思いやりも感じられ良い雰囲気でした。
・ 木久蔵さんのお話がとてもおもしろく、声を出して久しぶりに笑うことが出来ました。ありがとう
ございました。元気がでました。

「性同一性障害の当事者が語る
困難と共生のためにできること」
講師 西野 明樹（臨床心理士・心理学博士）
多様な性について、「理解」か
らさらに一歩踏み込んだ「支援」
について考えるために実施しま
した。
当事者である講師からは自ら
の経験談を中心に、性同一性
障害について具体的にお話しい
ただきました。講座の最後に
は、支援や当事者の生き方につ
いて参加者から積極的に質問
がなされました。

コミュニケーションの違いから考える～」
ち あき

講師 大山 治顕（メンタルケア心理士）
大学生及び 20 歳代の方を対
象に、“幸せじゃない”恋愛から
“幸せ”な恋愛とは何かを見つめ
直す講座を企画しました。
男女のコミュニケーションの
違いは脳の違いであるとし、そ
れを理解した上で、幸せな恋愛
のためにコミュニケーションを円
滑にするにはどうすればいいの
かをお話しいただきました。
≪参加者の声≫

≪参加者の声≫
・ 様々な苦難があったことを知りました。私たちに何が
できるのか難しい問題ですが、少なくとも理解を深め
ることの大切さを痛感しました。
・ とても貴重なお話で参考になりました。何かあった時
に相談できる人が近くに居るということが、一番勇気
づけられました。

・ 男女のコミュニケーションの違いから、恋愛を考えると
いう視点は大変興味深かったです。共感する点も多々
あり、色々と考えさせられました。
・ まさに今、勉強したい、知りたいと思っていた内容を聞
くことができてよかったです。自分も含め、男女の関係
で悩む方は多々いると思うので、またこのようなイベン
トを開催してほしいです。

「知っておくと安心、子どものための社会保険と

「相互理解で絆を深めよう
～産前産後の夫婦の本音～」
企画 八王子産前産後ケアサークル
MORIE PARK
参加者は円になって皆の顔が見えるように座り、パート
ナーの本音を引き出すワークをペアで行いました。講師が
投げかけた質問に対して夫婦で考えることで、パートナー
はもちろん、自分自身の深層心理に気づくきっかけにもなり
ました。
講座の最後にはお子さんと一緒に身体を動かし、皆でリ
フレッシュしました。
≪参加者の声≫

「幸せ“じゃない”恋愛！？～男女の

助成・奨学金制度～誕生から国民年金納付開始
まで～」
企画 多摩らいふサポート
社会保険の基礎知識や子どものための社会保険制
度・助成・奨学金制度についてお話しいただきました。
特に社会保険の知識に関しては、年金制度のしくみや
厚生年金と国民年金の違い、健康保険と国民健康保険
の違い、保険料の算出方法、「扶養」の税制上と社会保
険上の違いを具体的に説明しました。
≪参加者の声≫

・ 大変わかりやすく、丁寧に説明していただき良かったで
・ 普段二人で話さない内容の話をゆっくりできてよかったで
す。子育ての先輩のような方で、安心感、信頼感が持て
す。
ました。ありがとうございました。
・ 夫婦で話す機会も無かったし、他の参加された方の意見 ・ 年金のことは自営業なのでよく分かっているつもりでした
も大変参考になりました。
が、改めて確認ができました。

「多様性を認めるってどんなこと？
～みんなちがってみんないい～」
企画 マザーリーフ
前半は「多様性とは何か？」を参加者皆で考えるところ
から始まりました。参加者から出た意見はホワイトボードに
記され、「多様性」には広い意味があることが見て取れまし
た。
後半のグループワークでも、メンバーの考え方や視点が
異なり、様々な意見が出ていました。

「パパと一緒に両手お絵描き
～ダブルドゥードゥルを体験してみよう～」
企画 NPO 法人グループあいびー
リボンを使ったウォーミングアップから始まり、その後
クレヨンなどで実際に両手を使ってお絵描きをしました。
参加した子どもたちは、最初は緊張していた様子でし
たが、どんどん笑顔になっていき、パパと一緒に楽しく
絵を描いていました。あちこちで笑いが聞こえ、とてもに
ぎやかな雰囲気で行われました。

≪参加者の声≫
・ 趣味や特技など、皆それぞれに違いがあり、その違いそ
れぞれに良さがあるのだと思いました。“違い”を認識せ
ずに皆がその人らしく生きることのできる社会になって欲
しいです。
・ グループ内でも多様な考え方があって面白かったです。

≪参加者の声≫
・ 大人も子どももとても楽しめました。絵のうまい下手では
なく、自由にのびのび描けたのが、良かったです。
・ 楽しかったです。子どもも夢中になっていました。

「男女共同参画センター登録団体（1 団体）」、「創価大学学生の活動 法学部 岡部エミリー直美さん」、
「東京純心女子中学 1 年生の活動－女性研究」、「共立女子第二高等学校 高校 1 年生の活動」、「男女
共同参画の視点から考える防災対策」のパネルを 5 階ホール入り口及びホワイエにて展示しました。

◆八王子市男女共同参画センター

女性のための相談

〒１９２-００８２
八王子市東町５-６クリエイトホール８階

一人で悩まないで。困ったときは相談を。
室

専用電話

０４２－６４８－２２３４

・プライバシーは守ります。
・相談はいずれも無料です。
・託児もあります。
（満１歳～未就学児 予約制）

電話

０４２－６４８－２２３０

相談専用電話

０４２－６４８－２２３４

ファックス

０４２－６４４－３９１０

メール

b050900★city.hachioji.tokyo.jp
※「★」記号を「@」に置き換えて下さい。

ホームページ
女性の抱えるさまざまな悩みや問題について、
男女共同参画センターの相談員がお話を伺います。
（年末年始はお休み）
月～土曜日

：午前 9 時～午後 7 時

日曜日、祝・休日、休館日：午前 9 時～午後 5 時
－

＊事前に電話でご予約ください。

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/
shimin/003/index.html

◆開館時間
月～土曜日

午前９時～午後７時

日曜日、祝・休日、休館日

午前９時～午後５時

◆休館日

－
夫婦・家族間の不和・もめ事の悩み、生き方や人間
関係、交際相手との悩み、女性の人権に関わることや
法的な相談に、専門の女性相談員が応じます。
★女性のための相談（専門相談員）
木
曜
日 ：午後１時～午後４時
★女性のためのカウンセリング
（心理カウンセラー）
水 ・ 土 曜 日：午前９時～正午
第 ４ 月 曜 日：午後１時～午後４時
第２・３金曜日：午後４時～午後７時
★女性のための弁護士相談（弁護士）
第 ４ 土 曜 日：午後２時～午後５時

年末年始（１２月２９日～１月３日）
原則毎月第 1 火曜日

ＤＶホットライン八王子 （民間団体による相談）
女性のための電話相談です。秘密厳守します。
電話相談： 月曜日 午前９時～正午
お問合せ： 042-626-8258

れんこんの会 （女性のためのサポートグループ）

（予約は毎月 1 日から）
日

時： 第２土曜日 午後２時～４時
第４木曜日 午前１０時～正午

お問合せ： 080-5039-9374
自分の性や性的指向に伴う相談をはじめ、さまざまな
相談に応じます。本人、家族、友人、教員などどなたで
も相談できます。秘密は厳守します。

いっぽの会 （まず、一歩。女性同士の語り合いの会）

専用電話

０４２－６４８－２２３８

奇数月の第４水曜日：午後３時３０分～６時３０分

日

時： 第１・第３金曜日
午後１時３０分～３時３０分

お問合せ： 090-6338-4391
090-7408-1372

編集・発行
八王子市男女共同参画センター

クリエイトホールまでは・・・
JR 八王子駅から徒歩４分
京王八王子駅から徒歩４分
★駐車場はありませんので、車でお越しの方は八王子駅
北口地下駐車場（有料）などをご利用ください｡

男女共同参画センターの情報を
携帯電話で読み込むことができます。

