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Ⅰ．施設概要 

 

１．概要 

 

名     称    むさしのヒューマン・ネットワークセンター 

 

所  在   地     東京都武蔵野市境２－１０－２７  武蔵境市政センター２階 

 

目     的    男女共同参画社会のまちづくり実現を目指す武蔵野市の推進拠点施設として、情報発 

            信や学習、交流の促進を行います。 

 

開設年月日    １９９８年（平成 10年）１１月１日 

 

  専 有 面 積    １０４㎡ 

 

 

 ●施設平面図 

 

 

 

 

女性の排泄トラブルを考える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画に関する図書約 1,400冊 
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新刊図書や新聞等

閲覧自由です。 

  

子どもが遊べるコーナー 

おもちゃや絵本もあります。 

書

架 



２．沿革   

  
＜センター開設まで＞ 

昭和 60. 4   婦人行動計画関連事項の担当が市民活動課に決定  

昭和 60.10～61.12      婦人問題懇談会（第一期）設置 

昭和 61.12             婦人問題懇談会（第一期）報告書提出 

昭和 62          市役所各課での提言への取り組みの検討（現状、問題点、実施方法） 

昭和 62. 9  婦人問題に関する意識調査実施（市） 

昭和 62. 6～63. 9    婦人問題懇談会（第二期）設置 

平成 1. 4         児童婦人部児童婦人室婦人問題担当設置 

平成 1.10             婦人問題関係者会議開催 

平成 2. 5             婦人関係施策について「市長と語る会」開催 

平成 2. 9        『武蔵野市女性行動計画』策定 

平成 3. 2           平成２年度女性関係行政推進会議開催 

平成 3. 2             女性行動計画推進市民会議発足（第一期） 

平成 4. 3             女性行動計画推進市民会議報告書提出（第一期） 

平成 4. 5             平成４年度女性関係行政推進会議開催 

平成 4. 7             女性行動計画推進市民会議発足（第二期） 

平成 5. 2         武蔵野市女性問題に関する意識調査（市） 

平成 5. 9             女性行動計画推進市民会議報告書提出（第二期） 

平成 6. 3              「むさしのヒューマン・プラザ」（仮称）基本構想検討委員会発足 

平成 6. 5           平成６年度女性関係行政推進会議開催 

平成 8. 3             「むさしのヒューマン・プラザ」（仮称）基本構想検討委員会報告書提出 

平成 8. 5             平成８年度女性関係行政推進会議 

平成 8. 7          女性行動計画推進市民会議発足（第三期） 

平成 9. 1        武蔵野市男女共同参画に関する意識調査実施（市） 

平成 9. 5             平成９年度第１回女性関係行政推進会議 

平成 9.10          女性行動計画推進市民会議報告書提出（第三期） 

平成 9.12          平成９年度第２回女性関係行政推進会議 

平成 10. 3           『武蔵野市第二次女性行動計画』策定 

平成 10. 5             平成１０年度第１回女性関係行政推進会議 

平成 10. 6          女性行動計画推進市民会議発足（第四期） 

平成 10.11         むさしのヒューマン・ネットワークセンター開設(管理及び運営を運営協議会に委託) 

 

＜センター開設後＞ 

平成 11. 3        「センターだより」創刊 

平成 13. 5                ホームページ開設 

平成 13～14            第五期武蔵野市女性行動計画推進市民会議設置（市） 

平成 14. 8             武蔵野市男女共同参画に関する意識調査実施（市） 

平成 15. 1             武蔵野市女性行動計画推進市民会議報告書（第五期）提出 

平成 16. 4             『武蔵野市男女共同参画計画』策定（市）    

平成 17. 8             武蔵野市男女共同参画推進会議開催（市） 

平成 18. 8             武蔵野市男女共同参画推進会議開催（市） 

平成 19. 8～20.10        武蔵野市男女共同参画推進市民会議設置（市） 
平成 20. 7             武蔵野市男女共同参画に関する意識調査実施（市） 

平成 20.10             ホームページリニューアル（第 1 回） 

平成 20.11            武蔵野市男女共同参画推進市民会議報告書提出 

平成 21. 3             『武蔵野市第二次男女共同参画計画』（平成 21 年～25 年）策定（市） 

平成 21. 4             センター長配置 

平成 21. 5             「条例を考える会」自主勉強会発足 

平成 21. 5             「センターのこれからを考える会」自主勉強会発足 

平成 21. 7             「センターだより」を「そよ風」に名称変更 

平成 21. 9～22. 9         武蔵野市男女共同参画推進市民会議（第二期）設置（市） 

平成 22. 4             センター利用の団体登録制実施 

平成 22. 4             ホームページリニューアル（第 2 回） 



平成 22. 7             「協議会のあり方を考える検討会」自主勉強会発足 

平成 22.11             「新センターを検討する会」発足 

平成 22.11             武蔵野市男女共同参画推進市民会議（第二期）意見書提出 

平成 23. 9～24. 3         武蔵野市男女共同参画推進市民会議（第三期）設置（市） 

 

３．利用案内 

 

開館時間     月・火・木・土曜日 9：30～17：00 

水・金曜日       9：30～21：00 

休  館  日     日曜日及び祝日、12月 28日～1月 4日 

 

●施設名・定員・設備等 

 

●会議室予約申込案内    

利用できる方     武蔵野市に在住、在勤、在学の登録団体 

                 

費      用    無料 

 

会議室利用時間      月・火・木・土曜日｛午前利用｝10：00～13：00 ｛午後利用｝13：30～16：30 

               水・金曜日   ｛午前利用｝10：00～13：00 ｛午後利用｝13：30～16：30 

                         ｛夜間利用｝17：00～20：30 

 

会議室利用規定    会議室はあらかじめ登録した団体に貸し出します｡また、会議室の利用については、 

            施設の構造上、制限する場合があります｡一団体につき月２回まで利用できます。 

             23年度会議室利用登録団体は 21団体となっています。 

 

予約申込可能日    利用日の２カ月前の同一日から利用日の前日まで。 

 

予 約 方 法     来館または電話で空室状況を確かめ、申請します。 

 

●コピー機・印刷機利用案内 

≪コピー機≫    Ｂ５～Ａ３ １枚１０円 

≪印刷機≫    紙は持ち込み 

              製版１回につき１００円 

              印刷枚数１００枚まで１００円、それ以上は１００枚ごとに１００円プラス。 

              （市の男女共同参画推進団体に登録の団体は半額） 

施 設 名 定  員 設    備 

ミーティングスペース 

    （情報交流コーナー） 
15 名程度 

資料コーナー 
図書コーナー 
掲示板 

会  議  室 24 名 
テレビ、ビデオ、マイク､ハンガー、机、椅子、 

ホワイトボード､お茶道具 

印刷室  コピー機、印刷機､カッター､作業台 

団体活動用ﾛｯｶｰｺｰﾅｰ  一団体につき１個 

プレイスペース  幼児と保護者のためのおもちゃ、絵本、マット 



４．施設利用状況 

 

（１）月別利用状況（会議室・情報交流コーナー） 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 
合  計 
   （人） 

会 議 室 242 216 224 142 181 260 278 265 253 212 330 248 2,851 

情報交流ｺｰﾅｰ 124 158 149 163 120 152 149 142 129 105 140 151 1,682 

合    計 366 374 373 305 301 412 427 407 382 317 470 399 4,533 

 

(２）月別開館日数 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 
合  計  
   （日） 

開館日数 25 23 26 26 26 24 25 24 22 22 24 26 293 

 

５．運営協議会 

 

男女共同参画社会のまちづくり実現を目指す推進拠点施設として、武蔵野市の委託を受け、センターを

市民による運営協議会で管理・運営しています。 

 

●平成２３年度運営協議会委員一覧 

 氏 名 役 職 団  体  名 

1 中川 瑛子 会 長 ＮＰＯ法人市民まちづくり会議むさしの 

2 大島 登志子 副会長 グループ創 

3 栗原 毅 副会長 個人 

4 作部 径子 書 記 個人 

5 三上 かおり 書 記 共同参画むさしの 

6 岩城 末子 会 計 個人 

7 原 利子 会 計 婦人有権者同盟 

8 齋藤 理恵 会計監査 個人 

9 向井 一江 会計監査 個人 

10 岡橋 葉子  ＮＰＯ法人むさしの経営支援パートナーズ 

11 木下 章子  個人 

12 桑田 知子  個人 

13 髙坂 祐里子  婦人民主クラブ武蔵野支部 

14 司茂 彰一  個人（2011.7.9退任） 

15 砂川 直美  個人 

16 土屋 美恵子  個人 

17 内藤 博子  個人 

18 野﨑 斐子  むさしのスカーレット 

19 深田 貴美子  個人 

 



６．平成２３年度実施事業一覧 

 

「イキイキママのこれからライフ」

・9/20, 27,  10/4, 11(全4回火曜)

10:00～12:00 市民会館

「家族の現在を考える」

10/8, 15, 22, 29

（全4回土曜）

13:30～15:30

・4/11(月)13:30 ・5/16(月)10:00 ・6/8(水)18:00 ・39号 7/25(月)発行 ・8/22(月)10:00

編集会議① 編集会議③ 編集会議⑤ ・7/25(月)10:00 編集会議⑦

・4/22(金)15:00 ・5/28(土)10:00 編集会議⑥

編集会議② 編集会議④

・4/9(土)10:00 ・5/21(土)13:30 ・6/11(土)10:00 ・7/9(土)10:00 ・8/14(日)13:00 ・9/3(土)13:00 ・10/8(土)10:00

・4/20(水)20:00 臨時運営協議会① 臨時運営協議会②

・4/30(土)10:00 ・8/20(土)10:00 ・9/10(土)10:00

・4/2(土)10:00 ・5/9(月)13:30 ・6/10(金)18:30 ・8/13(土)10:00 ・9/3(土)10:00 ・10/3(月)13:00

・5/30(月)12:30 ・6/19(日)10:00 　 臨時役員会 ・9/8(木)18:30 (吉祥寺東コミセン)

臨時役員会 ・8/22(月)13:00 臨時役員会 ・10/19(水)18:30

・6/27(月)12:30 　 臨時役員会 ・9/12(月)15：30 臨時役員会

(吉祥寺東コミセン) 臨時役員会 ・10/31(月)13:00

・9/26(月)13:30

・4/4(月)15:00 ・5/7(土)10:00 ・6/1(水)19:00 ・7/4(月)10:00 ・8/5(金)10:30 ・9/1(木)15:00 ・10/3(月)15:00

協議会の在り方を 総会・交流会 新センター検討会⑦ 新センター検討会⑧ 企画会議 ㉒ 企画会議 ㉔ 新センター検討会⑧

考える会 ⑨ ・5/9(月)12:00 ・6/2(木)13:00 ・7/4(月)13:00 ・8/5(金)13:30 ・9/12(月)13:30 ・10/5(水)17:00

・4/14(木)13:00 企画会議 ⑨ 企画会議 ⑮ 企画会議 ⑱ KJ法再検討会② KJ法再検討会⑥ 日曜開館反省会

企画会議 ⑥ ・5/12(木)13:00 ・6/6(月)13:00 ・7/17(日)10:00 ・8/8(月)10:00 ・9/19(月)10:00 ・10/5(水)18:30

・4/18(月)13:00 企画会議 ⑩ 企画会議 ⑯ KJ法再検討会① KJ法再検討会③ 企画会議㉕ 企画会議㉖

条例勉強会⑦ ・5/16(月)12:30 ・6/8(水)10:30 ・7/17(日) 13:00 ・8/15(月)10:00 ・9/28(水)18:00 ・10/7(金)13:00

・4/21(木)13:00 企画会議 ⑪ 図書会議② 企画会議 ⑲ KJ法再検討会④ KJ法再検討会⑦ 展示用パネル作成

企画会議 ⑦ ・5/18(水)10:30 ・6/15(水)10:00 ・7/23(土)13:30 ・8/15(月)13:00 ・9/29(木)10:00 ・10/17(月)13:00

・4/25(月)10:00 図書会議① 図書会議③ 市民会議意見書の報告 図書会議⑤ 条例勉強会⑪ KJ法再検討会⑧

新センター検討会⑤ ・5/19(木)13:00 ・6/20(月)12:30 吉祥寺南町コミセン ・8/21(日)10:00 ・10/20(木)10:30

・4/28(木)13:00 企画会議 ⑫  企画会議 ⑰ ・7/25(月)10:00 図書会議⑥ 企画会議㉗

企画会議 ⑧ ・5/20(金)19:00 ・6/22(水)10:00 条例勉強会⑩ ・8/22(月)13:00 ・10/24(月)19:00

企画会議 ⑬ 図書会議④ ・7/25(月)13:00 新センター検討会⑨ 企画会議㉘

・5/21(土)10:00 ・6/30(木)14:00 企画会議 ⑳ ・8/25(木)13:00 ・10/25(火)13:30

新センター検討会⑥ 女性差別撤廃条約 ・7/31(日) 13:00 企画会議 ㉓ 条例勉強会⑫

・5/30(月)9:30   勉強会⑨ 企画会議 ㉑ ・8/25(木)15:30 ・10/27（木)13:00

企画会議 ⑭ 女性議員懇談会 企画会議㉙

・5/31(火)10:00 ・8/29(月)13:00

条例勉強会⑧ KJ法再検討会⑤

・6/23(木) ・10/28(金)・29(土)

～ 6/29(水) 東京ｳｨﾒﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ

 男女共同参画週間 フォーラム

パネル展示(市役所)

・4/6(水)15:00 ※ 受付業務研修 ・8/16(火)

武蔵野プレイス 東村山市視察対応

新任職員研修対応 ・8/29(月)

・4/26(火)9:00 小平市視察対応

「協議会の在り方を

検討する会」

市長へ報告提出

・4/13(水)13:30 ・5/11(水)13:30 ・6/15(水)13:30 ・7/15(金)10:30 ・9/8(木)10:30

事務会議 事務会議 事務会議 事務会議 事務会議

「そよ風」

月
事業名

事務関係

定例
会

イベント
他

その他

会議
・

勉強
会

運
営
協
議
会

役員
会

10月9月8月7月

講座

6月5月4月



  

 

・11/28(月) ・12/1(木) 「アサーティブ・トレーニング」 「女性史から学ぶ」

「女性の排泄トラブル「家族にひそむ ・1/16, 23, 30,  2/6, 13

を考える」 DVの芽」 (全5回月曜)10:00～12:00 

・12/3(土) 「再就職セミナー」 ・3/17（土）

市の男女共同参画 2/9, 16, 23

「今までの取り組み （全3回木曜）

とこれから」 10:00～12:00 

・40号11/25(金)発行 ・1/16(月)10:30 ・41号3/25(日)発行

・11/4(金)15:30 編集会議⑩

編集会議⑧

・11/29(火)16:00

編集会議⑨

・11/3(木)10:00 ・12/10(土)10:00 ・1/14(土)10:00 ・2/18(土)10:00 ・3/10(土)10:00

臨時運営協議会③

・11/12(土)10:00

・11/1(火)17:00 ・1/7(土)15:30 ・2/4(土)18:30 ・3/28(水)18:30

・1/14(土)12:30 臨時役員会

臨時役員会 ・2/8(水)18:30

・1/22(日)18:00 ・2/15(水)18:30

臨時役員会 臨時役員会

・1/26(木)9:30 ・2/22(水)18:30

臨時役員会 臨時役員会

・1/29(日)10:00 ・2/29(水)18：30

臨時役員会

・11/3(木)13:00 ・12/6(火)10:30 ・1/11(水)13:00 ・2/2(木)10:00 ・3/1(木)10：00

企画会議㉚ 図書会議⑧ 企画会議㉞ 企画会議㊱ 企画会議㊴

・11/7(月)10:00 ・12/8(木)12:30 ・1/23(月)14:00 ・2/8(水)10:30 ・3/2(金)18：30

KJ法再検討会⑨ 企画会議㉝ KJ法再検討会⑫ 図書会議⑨ KJ法再検討会⑭

・11/9(水)10:30 ・12/12(月)13:30 ・1/26(木)13:00 ・2/13(月)15：00 ・3/6(火)15：00

図書会議⑦ KJ法再検討会⑪ 企画会議㉟ KJ法再検討会⑬ 図書(特別整理）

・11/16(水)18:30 ・2/15(水)13:40 ・3/6(火)18:30

新センター検討会⑨ 図書会議⑩ KJ法再検討会⑮

・11/17(木)10:00 ・2/17(金)10:00 ・3/8(木)10：30

企画会議㉛ 企画会議㊲ 企画会議㊵

・11/19(土)10:00 ・2/20(月)10:30 ・3/9(金)16：00

KJ法再検討会⑩ 企画会議㊳ 図書(特別整理）

・11/25(金)10:00 ・3/13(火)10：00

企画会議㉜ 図書(特別整理）

・11/29(火)10:00 ・3/15(木)10：00

条例勉強会⑬ 図書(特別整理）

・3/19(月)10：40

図書(特別整理）

・3/21(水)10：40

図書(特別整理）

・3/29(木)

KJ法まとめ

・12/5(月) ・3/31(土)

～ 12/10(土) イキイキママ勉強会

ＤＶパネル展示

（プレイス）

・11/10(木) ・3/2(金)

　バス研修

 「あーすぷらざ」

 「鎌倉文学館」

･3/29（木）

・11/16(水)13:30 ・12/14(水)13:30 ・3/13（水)13:30

事務会議 事務会議 事務会議

月 3月事業名

講座

･3/7,14(全2回水

曜）13:30～15:30

「そうだったのか！

－僕たち男が生きに

くいワケ－」

「そよ風」

11月 12月 1月 2月

清瀬市男女共同参画

センター「アイレッ

ク」視察

男女共同参画登録団

体との懇親会

事務関係

運
営
協
議
会

定例
会

役員
会

会議
・

勉強
会

イベント
他

その他

 



Ⅱ．事業概要 

 

１．平成２３年度学習・研修事業開催状況 

 

●女性差別撤廃条約を学習しよう！ ―みんなで学んで力を発揮― 

平成２３年６月３０日（木）１４：００～１６：００ 定員２４名 費用無料 

託児２歳～学齢前までの子ども ５名、保険料１００円 

【ゲスト】国際女性の地位協会理事／ねりまジェンダー研究会代表 石崎節子さん 

回 日程 内 容 参加人数 託児人数 

1 6/30 世界女性の憲法とも言われている「女性差別撤廃条約」を学ぶ。 
男性 1 

女性 21 
0 

 

●武蔵野市の男女共同参画計画はどこまで進んだか？ ―市民会議意見書の報告― 

平成２３年７月２３日(土)１３：３０～１５：３０ 定員５０名 費用無料 

 託児２歳～学齢前までの子ども ５名、保険料１００円 

【講師】武蔵野市男女共同参画推進市民会議（第２期）委員長 高田素子さん 

【会場】吉祥寺南町コミュニティセンター多目的ホール 

回 日程 内 容 参加人数 託児人数 

1 7/23 市の男女共同参画の進展状況を検証する。 
男性 0 

女性 18 
0 

 

●イキイキママのこれからライフ ―幼児をもつ母親のための講座― （全４回） 

【武蔵野市共催】   

平成２３年９月２０日(火)～１０月１１日（火） １０：００～１２：００  定員１５名 費用無料 

託児２歳～学齢前までの子ども 10名、保険料１回につき１００円                                   

【進行】むさしのヒューマン・ネットワークセンター長 下村美恵子 

【会場】市民会館 第１学習室 

回 日程 内 容 参加人数 託児人数 

1 9/20 友だちと私 女性 16 17 

2 9/27 夫と私 女性 16 17 

3 10/ 4 仕事と私 女性 16 17 

4 10/11 これからの私 女性 16 17 

 

●家族の現在を考える （全４回） 

【武蔵野市共催】   

平成２３年１０月８日（土）～１０月２９日（土） １３：３０～１５：３０  定員２４名 費用無料  

託児２歳～学齢前までの子ども 10名、保険料１回につき１００円  

 



回 日程 内 容 講 師 参加人数 託児人数 

1 10/8 
日本型近代家族の成立とゆくえ 

―どこから来てどこへ行く 

武蔵大学教授 

千田有紀さん 

男性 1 

女性 16 
1 

2 10/15 
子育てに悩む母親たち 

   ―地域社会と〈孤〉育て 

子育てひろば・相談室 

東京ベーテル代表  森木美佐子さん 

男性 0

女性 8 
1 

3 10/22 
母・娘関係がアブナイ 

   ―依存と支配の後遺症 

産業カウンセラー/ジャーナリスト 

大美賀直子さん 

男性 0 

女性 18 
1 

4 10/29 
夫も息子も担い手に 

   ―介護・新時代 

桜堤ケアハウス施設長 阿部敏哉さん 

ケアプランとなり組代表 松村勝人さん 

男性 0 

女性 12 
1 

 

●～自分の体、大切にしていますか？ ～女性の排泄トラブルを考える  

平成２３年１１月２８日（月） １４：００～１６：００  定員２０名 費用無料 

 託児２歳～学齢前までの子ども ５名、保険料１００円 

【講師】NPO法人日本コンチネンス協会会長 西村かおるさん 

回 日程 内 容 参加人数 託児人数 

1 11/28 女性の排泄トラブルを考える。 
男性 0 

女性 14 
0 

 

●家族にひそむ DVの芽 －子どもも被害にさらされる－ 

【武蔵野市共催】   

平成２３年１２月１日(木)１３：３０～１５：３０ 定員２４名 費用無料 

 託児２歳～学齢前までの子ども ５名、保険料１００円 

【講師】湘南 DVサポートセンター代表 瀧田信之さん 

回 日程 内 容 参加人数 託児人数 

1 12/1 DV家族の中で暮らす子どもに及ぼす影響を学ぶ。 
男性 2 

女性 21 
0 

 

●市の男女共同参画 －今までの取組みとこれから－ 

平成２３年１２月３日(土)１３：３０～１５：３０ 定員２４名 費用無料 

 託児２歳～学齢前までの子ども ５名、保険料１００円 

【講師】元・日本女子大学教授 杉森長子さん 

回 日程 内 容 参加人数 託児人数 

1 12/3 
市の男女共同参画の今までの取組みとこれからを展望す

る。 

男性 2 

女性 14 
0 

 

●アサーティブ・トレーニング そして私の生き方。 （全５回） 

平成２４年１月１６日(月）～平成２４年２月１３日(月） １０：００～１２：００  定員１５名  費用無料 

託児２歳～学齢前までの子ども ５名、保険料１回につき１００円 

【トレーナー】ＮＰＯ法人 ウィメンズ・サポートオフィス 連 代表理事 坂本照子さん 

【チューター】むさしのヒューマン・ネットワークセンター長 下村美恵子 



回 日程 タイトル 内 容 参加人数 託児人数 

1 1/16 
アサーティブ・トレーニング 

そして私の生き方 

アサーティブ・トレーニングとは 

私の生き方① 
女性 17 3 

2 1/23 
トレーニング① 

言いたい言葉が出てこない 

なぜ言葉になって出てこない？ 

私の生き方② 
女性 16 3 

3 1/30 
トレーニング② 

きらわれたくない私 

コワくて正直には言えない 

私の生き方③ 
女性 14 2 

4 2/6 
トレーニング③ 

つい言いすぎてしまうことも 

キツイ言い方をして悩むこともあるのでは？ 

私の生き方④ 
女性 14 3 

5 2/13 
トレーニング④ 

言葉を飲み込んでしまうとき 

夫や子どもに対しても黙ってしまうことが… 

私の生き方⑤ 
女性 15 3 

 

●女性のための再就職準備セミナー ～次の一歩のために Job Again （全３回） 

平成２４年２月９日(木)～２月２３日（木） １０：００～１２：００  定員２０名 費用無料 

託児２歳～学齢前までの子ども ５名、保険料１回につき１００円                                   

回 日程 内 容 講 師 参加人数 託児人数 

1 2/9 
いまの労働状況と 

私のライフプラン 

特定社会保険労務士 

佐藤道子さん 
女性 11 5 

2 2/16 
履歴書、職務経歴書を 

書くポイント 

キャリアコンサルタント 

上田晶美さん 
女性 10 5 

3 2/23 
「働く私」も「家庭の私」も 

みんなで話し合い 

NPO法人むさしの経営支援パートナーズ 

           岡橋葉子さん 
女性 10 5 

 

● 女性史から学ぶ (全２回) 

【武蔵野市共催】 

平成２４年３月７日（水）～３月１４日（水） １３：３０～１５：３０  定員２４名 費用無料 

   託児２歳～学齢前までの子ども ５名、保険料１回につき１００円 

回 日程 内 容 講 師 参加人数 託児人数 

1 3/7 
『武蔵野市女性史』を編んで8年  Ⅰ 

―地域女性史が語るもの 

海保洋子さん 

           女性史研究家 

男性  0 

女性 21 
1 

2 3/14 
『武蔵野市女性史』を編んで8年  Ⅱ 

―八丁のことや行動する女たちのこと 

海保洋子さん 

むさしの市女性史の会の皆さん 

男性  1 

女性 22 
1 

 

●シリーズ・女と男のトレンド社会学Ⅳ そうだったのか！ ―僕たち男が生きにくいワケ― 

【武蔵野市共催】 

平成２４年３月１７日（土） １３：３０～１５：３０  定員１５名  費用無料 

託児２歳～学齢前までの子ども ５名、保険料１００円 

【ゲストスピーカー】関東学院大学教授 細谷実さん 
 

回 日程 内 容 参加人数 託児人数 

1 3/17 男のしんどさ・生きづらさについて話し合う。 
男性 11 

女性  0 
2 



２．平成２３年度発行学習記録誌 

                                                        

                                         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                         

 

 

                                            

 

 

 

 

平成 24年 1/16～2/13 実施講座 

『アサーティブ・トレーニング』 

A4 版 73 ページ 

平成24年3月刊行 

平成 23年 10/8～10/29 実施講座 

『家族の現在を考える』 

A4 版 76 ページ 

平成 24年 3 月刊行 

平成 23年 9/20～10/11 実施講座 

『イキイキママのこれからライフ』 

A4 版 78 ページ 

平成 23年 12 月刊行 

 

 

 



３．平成２３年度情報提供事業 

 

（１）情報紙 

むさしのヒューマン・ネットワークセンターだより「そよ風」  ３９号、４０号、４１号を作成・発行 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                                                         

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/25 ～40号～ 6 ページ 

3/25 ～41号～ 6 ページ 

【おもな内容】 

･トピックス「女性と健康」 

・講座報告 「イキイキママのこれからライフ」 

・厚労省リーフレット紹介 

・講座報告「家族の現在を考える」 

・報告「市民会議意見書の報告」 

・報告「女性議員懇談会」 

・報告ウィメンズプラザパネル展示/バス研修 

・これから行う講座のお知らせ 

・「ＤＶパネル展示」 

・図書紹介、貸出案内 

・女性の悩みごと相談 

・センター利用案内 

【おもな内容】 

･トピックス「女性の貧困」 

・講座報告「女性の排泄トラブルを考える」 

      「家族にひそむＤＶの芽」 

 「市の男女共同参画」 

「アサーティブ・トレーニング」 

「再就職準備セミナー」 

「女性史から学ぶ」 

「女と男のトレンド社会学Ⅳ」 

 ・記録誌報告「イキイキママのこれからライフ」 

         「家族の現在を考える」 

 ・これから行う講座のお知らせ 

 ・図書紹介、貸出案内 

 ・総会、次年度運営委員募集のお知らせ 

 ・女性の悩みごと相談 

 ・センター利用案内 

 

            アサーティブ・トレーニング講座 

            世代別・起業家の体験から学ぶ 

             仕事をしながら子育て＆介護 

             家庭科教育のいま 

【おもな内容】 

･トピックス「被災地の女性をとりまく状況」 

・報告「条例を考える会」 

・男女共同参画週間パネル展示 

・これから行う講座のお知らせ 

・総会報告・会長挨拶 

・新運営委員紹介 

・報告「女性差別撤廃条約を学習しよう！」 

・事務スタッフ紹介 

・図書紹介、貸出案内 

・女性の悩みごと相談 

・節電による休館のお知らせ 

・センター利用案内 

7/25 ～39号～ 4 ページ 

 

 

 



（２）図書 

 

●所蔵図書 分類一覧（日本十進分類法に準拠） 

 ジャンル 分類番号 冊数 

  情報､郷土資料  007～090 ※022を除く ２９ 

  復 刻 版  022 １６ 

  自己表現、心理、カウンセリング､生き方､宗教 141～191 ９１ 

  歴史、伝記、自伝  210～289 ５３ 

  政治、国家、選挙、人権、地方行政、男女共同参画、 

312～329 ８４   戦争と平和、法律、憲法､民法、司法、国際連合、 

  国際法、国際会議 

  経済、人口論、人口問題、会社・経営、保険、統計、 
330～364 ５３ 

  社会、社会学、メディア、社会保障 

  働き方、労働、労働法､仕事、再就職､セクハラ、 
 366 １１５ 

  ワーキングマザー、女性労働、起業 

  ジェンダー､女性学､女性論、フェミニズム、女性解放、 

 367 ６０１   女性問題、母性､世界の女性､地域女性史、女性史、 

  親子、家族、夫婦、主婦、結婚・離婚 

  男性問題、子ども、中高年、性・性教育､ＤＶ、 
 368 ４３ 

  社会病理、摂食障害、売買春 

  介護､社会保障、福祉、災害､市民活動  369 ２７ 

  子ども、教育、教師、学習、社会教育、学校教育、 
 371～379 ４９ 

  幼児教育、家庭教育 

  習俗、葬送、人類学  383～389     ４ 

  生命、生命科学､健康、女性の身体、医療、女性医療、 
 460～498 ５５ 

  更年期、エイズ、病気、生殖､妊娠・出産、医師 

  環境、住居、家庭経営、下着、洋服、美容  519～595     ９ 

  育  児  599 ２７ 

  テレビ、芸術、絵画、図案、写真、演劇、映画、護身術、 
 699～833 ５１ 

  言語、対談、辞典 

  文学評論、作家、小説、文学史、詩、戯曲、エッセイ、 
 902～ １２５ 

  書簡、手記、記録、ルポルタージュ､仏文学 

 合        計                                                １４３６ 

 

子ども用図書 ３１６ 

 

●利用状況 

貸出登録人数 ４３１名 

図書貸出冊数 ２３１冊 

     



月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合 計 

貸出冊数 24 35 60 22 19 27 19 14 18 19 22 17 231 

貸出人数 13 18 36 13 12 17 13 9 10 12 18 11 138 

               

                            [ 蔵書目録…分類番号順、書名順、著者名順 ] 

 

（３）行政資料等 

   武蔵野市刊行 各種統計・計画・調査報告書他、内閣府・都・全国各自治体からの白書・事業概要・調査 

研究報告書等がそろっています。 

 

（４）購読雑誌 

   月刊女性情報、クロワッサン、婦人公論、月刊女性展望、We learn、季刊女も男も 

いろいろ見えてくる女のミニコミ誌マイマイ族、 

 

（５）購読新聞 

読売新聞、ふぇみん 

 

（６）ビデオ・DVD 

●所蔵状況 

種 類 No. 題     名 

ビデオ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 根絶！夫からの暴力 あなたは悩んでいませんか？ 

2 (改訂版)根絶！夫からの暴力 ‘04 あなたは悩んでいませんか？ 

3 ドメスティック･バイオレンス DV防止法のもとでの支援 

4 〃           ２ より良い援助のために 

5 〃          ３ 家庭内における女性と子どもへの影響 

6 〃           ４ どうして私を殴るのですか？ 

7 
ひまわりもコスモスも（連続講座 今の女性たちに伝えたいこと） 

第 1回「女の先生が校長になる日」 

8 
      〃 
              第 2回「PTAから政治の道へ」 

9 
      〃 
              第 3回「家族と福祉のはざまで」 



ビデオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
ひまわりもコスモスも（連続講座 今の女性たちに伝えたいこと） 
              第 4回「地域と国際社会を結ぶ」 

11 
      〃 
               総集編 武蔵野市在住の 8人の女性パイオニアが語る 

12 ジェンダー･フリー  学校からはじまる男女平等への道 

13 体験！発信！チャレンジ･ストーリー  まちづくりにかける元気な女性たち 

14 ワーク･ライフ･バランス 働きがいのある職場と生き生きした暮らし 

15 仕事 君はどう思う？ 

16 元気に再チャレンジ！  キラキラしている女性たち 

17 いま、男たちが変わりはじめる 

18 広がる未来！私が選ぶ チャレンジする女性たち 

19 アウシュビッツの女囚 

20 パートタイマーの“やる気”を企業活力に 均衡処遇で活かせパートの人材力 

21 招待 

22 あなたを応援します いつでもどこでも誰でもチャレンジ 

23 女性社員の能力を生かす 

24 21世紀はみんなが主役 男女共同参画社会基本法のあらまし 

25 女子差別撤廃条約 共に学び、共に働き、共に生きる 

26 地域こぞって子育てを！ 薬丸裕英が聞く樋口先生の育児支援ガイド 

27 スタートライン 

28 見えていますか？  家庭の中の男女平等 

29 ヒューマン セクソロジー  男と女の豊かなセクシュアリティ 

30 ACTION！ 東京の男女平等参画を進めよう 

31 働き方を変えて 暮らし方を変えよう 

32 現代家庭考 

33 一都六県「夢が大空を飛ぶ」 

34 快走 

35 Dシネマ「ひとりだち」 

36 むさしのシティニュース ＮＯ５８ 

37 ひまわりもコスモスも（ウィメンズプラザ） 

 

ＤＶＤ 

 

 

 

 

1 体験！発信！ チャレンジ･ストーリー まちづくりにかける元気な女性たち 

2 パートタイマーの“やる気”を企業活力に 均衡処遇で活かせパートの人材力 

3 配偶者からの暴力の根絶をめざして 配偶者暴力防止法のしくみ 

4 デートＤＶ  相手を尊重する関係をつくる 

5 夢へのパスポート まちづくりにかける元気な女性たち 

6 ずっと一緒にいたいから あなたと私とデートＤＶ 

7 明日への道しるべ まちづくりにかける元気な女性たち 



ＤＶＤ 

 

8 ワーク･ライフ･バランスを知っていますか？ 働くオトコたちの声 

9 NHK ラジオ第一 私もひと言！夕方ニュース 女性たちのチャレンジ！ 

10 プレイバックシアター公演 ワークライフバランス実践のための一歩 

11 情報からの自立（トレーニング DVD） 

 12 人と人とのよりよい関係をつくるために ～交際相手とのすてきな関係をつくっていくには 

 13 女と男のトレンド社会学 千田有紀のオモシロ女性学・男性学（2010.9.11講座の収録） 

 14 これからの二人～大切にしたいから～ 

 15 評議 裁判員制度広報用映画 

 16 「女性の学習の歩み」実践・研究レポート集成（１９９１～２００９年度） 

 17 女性差別撤廃条約 その理念の実現を目指して 

 18 ジェンダー平等社会を目指して やってみよう！職務評価 

 19 石田喜代子さんメッセージ（２０１２．３．１４ 講座「女性史から学ぶ」） 

   

４．ロッカー利用 

 

   市に男女共同参画推進団体として登録された団体が無料で 1年間使用できます。 

   使用団体数 ６団体 

     
 

 

 

むさしのヒューマン・ネットワークセンター案内図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR 中央線  武蔵境駅 
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