民間団体によるワークショップ等一覧

＊問い合わせ・申し込みは直接各団体へ
＊詳細は東京ウィメンズプラザホームページをご覧ください

9日（金曜日）
午前

10日（土曜日）

午後

平成２４年度

東京ウィメンズ
プラザ
フォーラム

夜

シンポジウム
パネルディスカッション
「働き方の意識をチェンジ！ 「どうする？仕事と介護の両立
企業も個人もステップアップ」

午前

午後

夜

ママが笑顔になるために、
私たちができること＆
ママができること！

いいお産の日in青山2012

男性が考える「男性の暴力性」

東京都・東京経営者協会
☎03-5388-3189 滝川
S0000578@section.metro.tokyo.jp
http://www.seikatubunka.metro.
tokyo.jp/index8ﬁles/t̲wlb/

東京ウィメンズプラザ
☎03-5467-1980
wkoza@tokyo-womens-plaza.
metro.tokyo.jp
http://www.tokyo-womens-plaza.
metro.tokyo.jp/contents/seminar.html

ＮＰＯ法人
ファザーリング・ジャパン
tokikok@aqu.bekkoame.ne.jp
高祖
http://www.fathering.jp/mama/
about.html

いいお産の日in青山2012
実行委員会
☎03-3400-8088 田中・宍倉
aoyama@mo-house.net
http://www.mo-house.
net/1103̲2012/

▶14：00-16：30

▶18:40-20:45

▶9：45-11：30

▶13：45-16：30

無料

無料

女性のキャリア形成を支援す ワークショップ
サイエンスネットワークを
る〜企業の女性活躍推進の取 「性暴力被害の影響と恢復
広げよう！
組み
〜自殺企図と向き合う〜」 ―科学の楽しさを知ろう―
ウィメンズメンターバンク
www.wmbj.org

ArtS Japan（アーツジャパン）
info@artsjapan.jp
http://artsjapan.jp

▶9：30-11：30

▶13：00-16：30
無料 ★ Ａ・Ｂ

500円 ★ Ａ

日本女性科学者の会
☎03-6802-6708 大倉
ohkurat@a7.keio.jp
http://www.sjws.jp/history/
index.html
▶18：00-20：30
1,500円 ☆ Ａ・Ｂ・Ｃ

スウェーデン・ア メ リ カ の 視 察
研修から得たもの〜脳トレビク
スで快適生活・地域活性化へ〜

無料 ☆

視
聴
覚
室
A

日本クローズライン・プロジェクト
t-shirt@clothesline-project.jp
中山
http://clothesline-project.jp
▶19:00-20:30
500円

土木技術者女性の会
infoswce@womencivilengineers.
com 中根
http://www.
womencivilengineers.com/

NPO法人しんぐるまざあず・ふぉー
らむ
☎090-2908-8545 赤石
info@single-mama.com
http://www.single-mama.com

中央大学ノンハラスメント
プロジェクト（ＮＨＰ）
chuonhp@gmail.com
http://nonharassmentproject.
blog.fc2.com/

▶9：15-11：45

▶13：30-16：40

▶18：00-19：30

無料 ☆ Ａ・Ｂ

無料 ☆ Ａ・Ｂ

▶13：40-16：00

無料 A

男女平等参画の原点
―戦後の紙芝居と幻灯を見る

視
聴
覚
室
B

一般社団法人
国際女性教育振興会東京支部
☎03-3400-8631 矢嶋
hisae-y@y4.dion.ne.jp

500円 ☆

土木系女子学生のためのキャリア
避難ママ交流会
アカデミック・ハラスメントに
セミナー〜土木の仕事の魅力と私 〜ほっとひといき、役立つ
関するDVD上映会
たちの働き方 2012〜
地域子育て情報もどうぞ〜

女性としごとの未来研究会
☎090-9397-0921 木村
lupinus3@mb.infoweb.ne.jp
▶18：30-20：30

無料 ☆ Ｂ

500円 ☆ Ｂ

仕事復帰を考えるママの
パワハラの特徴と対処法
ための片付け講座
―ひとりで抱え込まないで

本当に保育園を作るだけで良
気軽に楽しくロコモティブ
大学生による
いのですか？―仕事をしなが
シンドローム予防
デートDVワークショップ
らの子育てを考える

マム

かたづけmom
info@katadukemom.com 小関
http://katadukemom.com

女性のためのパワハラ研究会
w̲pawaken@yahoo.co.jp

▶10：00-11：30

▶14：00-16：45
500円 ☆ Ｃ

視
聴
覚
室
C

特定非営利活動法人フラウネッツ
☎03-3478-0372 宮田・伊藤
miyata@fraunetz.com
http://www.fraunetz.com

カパティラン ＫＡＰＡＴＩＲＡＮ
☎03-3432-6449 松田
kapatiran.tko@gmail.com
http://kapatiran.jp/

▶10：00-11：45

▶15：00-16：00
無料 ★ A

プロジェクト・パッチワーク
03-5469-1612 長谷川
patchwork@mtc.biglobe.ne.jp

第
一
会
議
室
A

▶18：45-20：45
無料 ☆ A 500円 ☆（中学生未満は保護者同伴
で入場可） Ａ・Ｂ

▶14：00-15：00

特定非営利活動法人
青い空―子ども・人権・非暴力
☎03-3962-4843
npoaoisora@gmail.com
http://www.npo-aoisora.net

江戸川子どもおんぶず
☎090-8341-7995 青木
eko@mbm.nifty.com
http://ekombuds.cocolog-nifty.
com/blog/

均等待遇アクション２１
☎03-5689-2320 市川
kintou21@siren.ocn.ne.jp
http://www15.ocn.ne.jp/˜kintou21/

特定非営利活動法人
てのひら・人身売買に立ち向かう会
☎050-1445-6947 百瀬
info@tenohira-traﬃcking.org
http://www.think-traﬃckingproject.com/

▶9：30-11：30

▶14：00-16：00

▶18：10-20：40

東京スキンタッチ会
☎03-3401-8918 大下
oosita@extra.ocn.ne.jp
http://tokyo-st.jp/aoyama/

ハッピーライフサポーターズ
☎03-3326-4864 安井
hapisapo@gmail.com
http://www.hapisapo.jp/

早稲田大学平山郁夫記念
ボランティアセンター
DVほっとプロジェクト
☎03-3203-4192 兵藤
wavoc@list.waseda.jp

▶10：15-11：30

▶14：00-16：00

▶18：30-20：00
500円 ★

都内男女平等参画センター等の活動紹介、都・区市町村の男女平等参画関連施策紹介
▶12：00ごろ〜、 ▶15：00ごろ〜、 ▶随時 「おはなし会」
▶9：00-20：00 シンポジウム、パネルディスカッションに関連した資料の紹介

無料

第
三
会
議
室

500円 ☆ Ａ

800円 ★ Ａ・Ｂ

JWL（
I 日本女性リーダーシッ
ワークショップ
プ・イニシアティヴ）プログ
「イクメンの育て方」
ラム ボストン研修生報告会
ローズマリー
☎048-943-5655 加藤
rosemary.oyagyo@gmail.com
http://www.oyagyo.or.jp

JWLI卒業生（アラムニ―）の会
☎090-3219-2731 櫻井
jwli.boston@gmail.com
http://www.simmons.edu/
centers/jwli/fellows-program.
php

▶10：00-11：30

▶14：00-16：30
無料 ☆ Ｂ

仕事美人
大学生の目線から見る
「好きと得意で自分を活かす」
デートDV
〜仕事と自分のマッチング術

▶18：00-20：30
無料 ★ Ｃ 無料 ☆（参加者1人に1人の子まで） Ｃ

さをり織りパープルリボンづ
女性や子どもへの暴力をなく
くり「織りつなぐ！パープル ワークショップ
すために〜日本における人身
リボンにＤＶ根絶の想いを込 「職務評価」で元気になろう！
売買とＤＶの現状を観点に
めて」

無料 Ａ

第
一
会
議
室
B

▶10：30-11：30
▶14：00-16：00
500円（保険代含む） B
無料 ☆（中学生以上入場可） B

1,000円 ☆

▶10：00-11：30
無料 Ｃ

抱っこでスキンシップ
ワークショップ
エクササイズ〜ベビーダンス
「デートＤＶ」ってなに？

親子スキンタッチ教室

特定非営利活動法人
明治大学情報コミュニケーション学部 子育て・子育ち支援タグボート
☎042-710-1475 内田
吉田恵子ゼミ
korokoro@triton.ocn.ne.jp
etsuhori@kisc.meiji.ac.jp 堀口
http://korokorojidoukan.com/

700円 ★ Ｃ

「在宅ワーク」ってなあに？
在日フィリピン人等への
フェアトレードがつなぐ
自宅で働くメリットを
カウンセリング活動状況報告
復興支援プロジェクト
体験してみよう！

一般社団法人日本ベビーダンス協会
☎03-5785-6939
info@bb-dance.com
http://www.bb-dance.com

社団法人日本太極柔力球協会
☎070-6663-8674 杉本
ko16@live.jp
http://www.ntjk.jp

無料 ☆ Ｂ

好きを仕事に！
働くママと
35才からのローリスク起業
タテヨコのつながり
キャリア35
☎090-9962-4666 氏家
ujiie@heart-money.net
http://www.career35.com/

平成２３年度
ＤＶ防止等民間活動
助成事業報告会

東京ウィメンズプラザ
womansvision@gmail.com 馬嶋
☎03-5467-1980 柴田
http://www.womansvision.org/

▶10：00-11：30
▶13：30-16：30
▶18:00-20:00
1,500円 ★（1歳未満は入場可）
1,500円 ★（1歳未満は入場可）

交流
都内男女平等参画センター等の活動紹介、都・区市町村の男女平等参画関連施策紹介
コーナー
図書 ▶12：00ごろ〜、 ▶15：00ごろ〜、 ▶随時 「おはなし会」
資料室 ▶9：00-20：00 シンポジウム、パネルディスカッションに関連した資料の紹介

★：お子様の入場はできません。
☆：お子様だけの入場はできません。
※保育について：事前申込み制（先着順） 1 歳から未就学児まで 無料 締め切り 10 月 29 日（月）、保育申し込みは直接各団体へ

無料

