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午後（13:00～17:00）夜間（17:00～21:00） 夜間（17:00～21:00） 午前（9:00～13:00） 午後（13:00～17:00）午前（9:00～13:00）

26日（土）10月25日（金） 27日（日）

ミュージック・トラベル

女性が創造した
ニュー・ミュージックの世界

認定NPO法人東京ノーヴイ・レパートリー
シアター付属スタニスラフスキー・スタジオ
舞台上演『バリャガンガーラ：
笑いのない町』（作：トマス・
マーフィー／演出：菅沢晃）

スコヤカロジカ

間違いだらけの乳がん検診

明治大学情報コミュニケーション学部
堀口悦子ゼミ
「大学生と踊るＣＥＤＡＷダンス」
～「条約ダンス」で全国行脚
その２～

共楽Story Club

深読み『嵐が丘』ｂｙブロンテ
～多様な愛の形～

アトリエ天使の翼

アロマを使ったクラフトで
癒しの時間をもとう

スタジオＴＫ

女性の健康講座
「自律神経を整える呼吸法」

東京スキンタッチ会

鍼灸師が教える
親子ツボ健康法
「スキンタッチ教室」

チームファシリテーションラボ

防災カードゲームで考える
みんなの防災ワークショップ

（一社）
国際女性教育振興会・東京支部
報告会
「多様な国メキシコの輝き」
～女性の活躍の現状を知る～

公益財団法人日本女性学習財団

イラストで伝える男女共同参画
「発見！ジェンダー」パネル展

日本エグゼクティブプロモーター
協会エグゼカレッジ表参道校
5分野で活躍するプロが教える！
「心がきらめくアンチエイジング
講座」
～幸せの基準は自分らしさ～

くるみラボ（星読み隊）

～星と香りの世界に触れてみよう～
講演会「星と香りのお話」
ワークショップ
「12星座のアロマスプレー作り」

桜坂トーストマスターズクラブ

もっと！女性が活躍するため
の相手に伝わる話し方＆聴き
方を学ぶワークショップ

共有コーチング研究会

ワークショップ
「ユーモアと笑いがあなた
も救う！」

ＮＰＯ法人育自の魔法

育自のための小さな魔法Part2
頑張っているあなたへ～好きを
語り合い、心の充電をしよう～

フットの会

スニーカーで元気に歩こう！
誰でも 失敗なし 靴選びのコツ

お話カフェ ゆもりな

どうして、こんなに苦しいの？
原因を知ってスッキリ解決！
お悩み家庭で育った女性の
ための心のケア講座＆お話カフェ

あも会

性について楽しく話したり
考えたりするワークショップ
「あも会」

特定非営利活動法人
ソシオキュアアンドケアサポート
第一印象を良くする就労支援
スキンケア・メイクセミナー

からだのシューレ

摂食障害と三人の回復者
～なぜふつうに食べられる
ようになったのか～東京都・瑞穂町共催

女性が輝く地域づくり
フォーラム
つるし飾りで人々を繋ぐ
“瑞穂のスーパーお母さん”

DPI女性障害者ネットワーク

女性のしゃべり場

保育園を考える親の会

新米ママ＆パパのための
はじめての保育園

特定非営利活動法人
Triple P Japan
「前向き子育てプログラム（トリ
プルＰ）」で東京の親子の笑顔を
ふやす

女の空間ＮＰＯ

女たちが支え合うために
-成年後見制度は私たちが
望む支援なのか？

一般社団法人日本経営士会
女性経営士の会NJK
働き方を考える
～「好き」を仕事に活躍する
女性たち

NPO法人しあわせなみだ

Sexual Health Education　
～障がい児の性が尊重される
社会を実現するために～

認定NPO法人
東京都日中友好協会
シンポジウム
「中国企業で働く
日本人女性に迫る！！」一般社団法人

全国産業人能力開発団体連合会

子育てママの学びを応援！
『HＯＭＥ SＴＵＤＹ』から
始めるしごと復帰

一般社団法人WOMAN TO WORK協会

自分らしく働くを叶える
-夢中になれる仕事の見つけ方-

ＮＰＯ法人全国こども食堂
支援センター・むすびえ
こども食堂って実際どんな
ところなの！？
映画「こどもしょくどう」
上映会+シンポジウム

ＮＰＯ法人日本ハーバル
アロマセラピスト協会
働くパパ＆ママハッピー計画！
ハンドケア・アロマスプレー体験

東京中小企業家同友会 女性部

美しい歩き方で健康に！
～疲れない姿勢を
手に入れよう～

生活協同組合パルシステム東京

ジェンダーとＰＴＡ　
～子育て個育て
ワークショップ～

キャリア３５

はじめての起業相談室

東京都主催トークショー

私のモヤモヤはどこからくるの？
－恋愛だけじゃ語れない
女と男と社会の話－

ＮＰＯ法人子連れスタイル推進協会

全日本おっぱいサミット2019
広い宇宙に、ママひとり？
公共の授乳問題と密室育児を
考える

親業を学ぶ会 ローズマリー

子どもの心の声が聞こえていますか？
演劇
「ぼく、メダカ殺しちゃう！」
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交流コーナー

図書資料室
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働く場における女性の活躍

男女ともにいきいきとした暮らし

多様な人々の安心な暮らし

配偶者暴力（DV）の防止

DV以外の様々な暴力への対策

プログラム

17:00～21:00
10月

会場／東京ウィメンズプラザ

25 26 27
9:00～21:00 9:00～17:00

「つるし飾りで人々を繋ぐ“瑞穂のスーパーお母さん”」

▶JR・東急東横線・京王井の頭線・副都心線  渋谷駅下車 徒歩12分
▶銀座線・半蔵門線・千代田線  表参道駅下車 徒歩7分

〒150-0001 渋谷区神宮前５-５３-６７

詳しくは東京ウィメンズプラザの
公式ホームページでチェック！

東京ウィメンズプラザ 検索

●交通アクセス

事業推進担当
03-5467-1980

日土金

民間37団体によるワークショップなど

女性が輝く地域づくりフォーラム（東京都・瑞穂町共催）

「私のモヤモヤはどこからくるの？
　－恋愛だけじゃ語れない 女と男と社会の話－」

トークショー（東京都主催）

都・区市町村の男女平等参画センター等
活動紹介のパネル展示図書資料室企画 「千代紙で自分だけのカードケースを作ろう！」

誰でも参加ＯＫ！！ 鮮やかな千代紙を使ってオリジナルカードケースを作ろう！！

都内男女平等参画センター等パネル展
都・区市町村の男女平等参画センター等の活動紹介パネルが勢ぞろい！

東京
ウィメンズプラザ
フォーラム

終日開催
交流コーナー
無料　※事前申込不要

①２６日11：00～14：00
②27日11：00～14：00
無料　※事前申込不要

図書資料室・交流コーナー


