
8日（金曜日） 9日（土曜日）
午前 午後 夜 午前 午後 夜

 

シンポジウム「女性が活躍できる
社会へ－見直そう！

あなたの意識、進めよう！
働きやすい職場づくり－」

　自分で考え　自分で創る
キャリアデザイン
ワークショップ

ホ
ー
ル

いいお産の日in青山2013 輝く女性のホントのトコロ
自分サイズの仕事と生き方

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

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

いいお産の日in青山2013実行委員会
☎03-3400-8088　宍倉
shishikura@mo-house.net

キャリア35
☎03-6380-8218　土川
2013women@career35.com  
http://www.career35.com/

▶14：00-16：30
無料

▶18:30-20:40
無料

▶10：00-13：00
 無料　（一部有料イベント）　☆ 

▶15:00-18:00
500円　☆

女性のキャリア形成と
メンタリング

パネルディスカッション
「乳児期に本当に必要な

子育て支援を考える」

子どもが欲しい働く独身女性
の“妊活”セミナー

婚活現場と自然妊娠率から
ワークライフバランスを考える 視

聴
覚
室
A
　

「繋がれ、理系女子。」
理系女子のこれまでとこれから

   土木系女子学生のための
キャリアセミナー

～土木の仕事の魅力と
私たちの働き方2013～

３大学協働企画「大学生による
デートＤＶ討論～それぞれの

活動紹介を踏まえて～」

一般社団法人ウィメンズメンターバンク
☎080-4159-3506　澤谷
m.sawaya@wmbj.org　
http://wmbj.sblo.jp/article/71915571.
html
https://www.facebook.com/
womensmentorbank

ＮＰＯ法人マドレボニータ
info@madrebonita.com　宮下
http://www.madrebonita.com/

働く女性の結婚出産研究所
☎090-8860-2729　水野
info@loveba.jp　

理系女子大生コミュニティ凛
rin.girls@gmail.com

土木技術者女性の会
infoswce@womencivilengineers.
com　中根
https://womencivilengineers.
secure-ymc.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
3university.collaboration@gmail.
com

▶9：30-11：30　　
無料　Ａ・Ｂ

▶14：00-16：30　　
1000円☆（生後６ヶ月以内のお子様
は同伴可）　Ａ・Ｂ・Ｃ

▶18：45-20：45　
　　　　　　　1000円　★　Ａ・Ｂ

▶11：00-12：00

　無料 （中学生以上参加可）　Ａ・Ｂ

▶14：30-16：45　

無料（小学生以上参加可）　Ａ・Ｂ

▶19:00～20:30　
　　　　　　無料　Ａ・Ｂ・Ｃ

　
　

　

完璧を目指さない片付け術 大学生の視点から、
デートＤＶを考える 視

聴
覚
室
C

「これってもしかして・・・？」
大学生によるデートＤＶ劇

     大学生が考える大学生の
恋愛・ＤＶの危うさ

かたづけmom
☎080-5015-2761　小関
info@katadukemom.com　
http://katadukemom.com

明治大学
情報コミュニケーション学部
堀口悦子ゼミ
etsuhori@kisc.meiji.ac.jp  堀口

中央大学ノンハラスメント
プロジェクト
☎042-674-3507　米山
chuonhp@gmail.com　

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　

▶10：30-12：00　　
　　　　　　　　　 500円　☆　Ｃ

▶18:00-19:30　
　　　　　　　　　無料　Ｃ

▶10：30-12：00　
　　　　　　　　　　　　無料　Ｃ

▶14：00-15：30
無料　Ｃ

ワークショップ
「子どもの考える力を

伸ばすために親ができること」
デートＤＶと性暴力 均等法を男女平等法に！ 第

一
会
議
室
A

お父さんと話そう！
リアルな子育て事情を知る 親育ち子育ち共育フォーラム

      JWLI（日本女性リーダーシップ・
      イニシアティヴ）プログラム　
2013 年度　ボストン研修生　報告会

親業を学ぶ会「ローズマリー」
☎080-1078-4192　村上
rosemary.oyagyo@gmail.com　
http://www.oyagyo.or.jp

ArtS Japan（アーツ・ジャパン）
info@artsjapan.jp

均等待遇アクション21
☎03-5689-2320　酒井
kintou21@siren.ocn.ne.jp　

Fathering Japan Student's
fjstudents@gmail.com　蓮見

ＮＰＯ法人ひさし総合教育研究所
☎070-6999-0423　三谷
mitani@jldpa.or.jp　
http://www.hisasi-kyoiku.jp

JWLI（Japanese Women's 
Leadership Initiative）の会
jwli.boston@gmail.com　櫻井
https://www.facebook.com/
pages/JWLI/290343961092815

▶10：00-11：45　
 無料　☆　A・Ｂ

 
 

▶14：00-16：00　
  1000円（中学生以上参加可）　A

▶18：30-20：30
300円　☆　Ａ

▶10：00-12：00　
無料　Ａ

▶14：00-16：00
1000円☆（10歳以上参加可）　Ａ・Ｂ

▶18：00-20：30　
　無料　★　Ａ・Ｂ

世界から学ぼう！
暮しやすい社会とは
～フランス・チェコ・
オーストリアから～

  女性関連施設で働くこと
女性関連施設職員の

ワーク・ライフ・バランス
第
一
会
議
室
B

気軽に楽しくロコモティブ
シンドローム予防

一般社団法人国際女性教育振興会
東京支部　
☎03-3938-6781　塚本
non-tsuka@apost.plala.or.jp　

ＮＰＯ法人リソース・
エンパワメント・ネットワークＲＥＮ
office-ren@npo-ren.org

社団法人　日本太極柔力球協会
☎03-5577-6502　杉本
ko16@live.jp　
http://ameblo.jp/ntjk/

▶13：40-16：00
 無料　☆　B

▶18:30-20:30
無料　★　Ｂ

▶10：30-12：30　
無料　Ｂ

stand for mothers 
～ママを笑顔にするために、ママ
が出来ること～親子の良好なコ
ミュニケーションを目指して 

映画『森の中の淑女たち』を
観て考える私の生き方

エンパワメントできたかな?!
パッチワーク版「北京＋18」 第

二
会
議
室
A

コラージュで描く
ライフとキャリア

      カラダが踊るとココロも
踊る　介護も仕事も！
がんばる女性のための

社交ダンス

平成24年度
ＤＶ防止等民間活動

助成事業報告会

一般社団法人Stand for mothers
☎090-1887-1760　掃部（かもん）
kamon@sirius.ocn.ne.jp　
http://sfma.jp

東京ウィメンズプラザ　図書資料室
☎03-5467-1970　宇賀治
wjoho@tokyo-womens-plaza.
metro.tokyo.jp　
http://www.tokyo-womens-
plaza.metro.tokyo.jp/contents/
library.html

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

ライフとキャリアのワークショップ
デザイナーズ
☎090-6169-7487　岡本
lifeandcareer2013@gmail.com　
http://www.lifeandcareer2013.
blogspot.jp/

JBDA 社交ダンス部
dance358.tanaka@gmail.com　
田中
http://www.tanakayumiko.com

東京ウィメンズプラザ　事業推進係
☎03-5467-1980　柴田
wkoza@tokyo-womens-plaza.
metro.tokyo.jp　

▶11：30-12：30
無料　☆　A・Ｂ

▶13：30-16：30　
 無料　A・Ｂ

▶18：45-20：45
　500円　★　Ａ・Ｂ

▶9：30-12：00　　
1000円　★　Ａ

▶13：30-15：30　
無料　☆　Ａ・Ｂ

▶18：00-20：00
無料　☆　Ａ・Ｂ

第
二
会
議
室
B

女性のための美しい自己紹介

スキルノート
☎090-1783-6160　芦沢
skillnote111@gmail.com　

▶10：00-11：30　　
無料　Ｂ

親子スキンタッチ教室       大人のための・・・
 絵本でこころのマッサージ

第
三
会
議
室

  抱っこでハッピー子育て
ベビーダンス

なんで働くの？
ワークショップ

次世代育成支援対策推進法と
男性の育児参画

東京スキンタッチ会
aoyama-st@tokyo-st.jp 
伊藤・大下
http://tokyo-st.jp/aoyama/

東京メンタルヘルス・スクエア
☎03-5928-5027　山本
info@npo-tms.com　

一般社団法人日本ベビーダンス協会
☎03-5785-6939　齋藤
info@bb-dance.com　
https://www.facebook.com/
yumiko.tanaka.589

Woman’s Vision
womansvision@gmail.com　平田
http://www.womansvision.org/

男も女も育児時間を！連絡会
☎045-434-7519　松田
yhe01263@nifty.com　
http://www.eqg.org

▶10：30-11：30　
　1000円　☆

▶14：00-16：00　　
　500円　★

▶10：00-12：00　　
　1500円☆

（首の据わった４ヶ月以降のお子様は同伴可）

▶13：30-16：30　　
　1500円　★

▶18：30-20：30　　
　 無料

▶ＤＶ防止・被害者支援のためのパネル展　　ＮＰＯ法人女性のスペース「結」 展 

示
▶ココロレシピのてんびんゲーム　武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科ココロレシピチーム
▶ＤＶ防止・被害者支援のためのパネル展　　ＮＰＯ法人女性のスペース「結」

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 交
流

コ
ー
ナ
ー

　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

▶９：００－２０：００　シンポジウム、ワークショップに関連した資料の紹介 図
書

資
料
室

　▶１２：００ごろ～参加者集まり次第随時　「おはなし会」
　▶９：００－２０：００　シンポジウム、ワークショップに関連した資料の紹介

　：ワークショップ（参加型）の企画です　★：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 28 日（月）、保育申し込みは直接各団体へ

＊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フォーラム Facebook をご覧ください団体・グループによる催し

内閣府による具体的施策等
の説明もあわせてご参加
ください！

「成長戦略の中核である
女性の活躍に向けて」

▶13:15-13:45　　無料
東京ウィメンズプラザ
事業推進係
☎03-5467-1980

　

　

交流
コーナー

図書
資料室
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