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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●施設案内図 

ＪＲ中央線・西武多摩川線「武蔵境」駅下車 

北口・nonowa口より徒歩３分 

 
 

  

新聞 等 行政資料 

受

付 

 

ロ

ッ

カ

｜ 
 

 

書

 

架 

１F入口 ↓ 

 

印
刷
機 

ロッカー 

男女共同参画に関する図書約 1,700冊 

ＶＴＲ 

会議室 

情

報  

書 架 

  

絵本 

コーナー 

トイレ 

市報や新聞等閲覧

自由です。 

コ
ピ
ー 

他 の 自
治体から
の 情 報

がたくさ
ん 見 つ
か り ま

す。 
給
湯 

各種団体のイベント 

情報を掲示しています。 
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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 

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 

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 

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(管理及び運営をむさしのヒューマン・

ネットワークセンター運営協議会に委託) 

＜センター開設後＞ 

平成 11. 3        「センターだより」創刊（運営協議会） 

平成 13. 5                ホームページ開設（運営協議会） 

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 

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

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 

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

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

平成 19. 8～20.10        武蔵野市男女共同参画推進市民会議設置 

平成 20. 7             武蔵野市男女共同参画に関する意識調査実施 

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 

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（運営協議会） 

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（運営協議会） 

平成 21. 7             「センターだより」を「そよ風」に名称変更（運営協議会） 

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 

平成 22. 4             センター利用の団体登録制実施（運営協議会） 

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（運営協議会） 
平成 22.11             「新センターを検討する会」発足（運営協議会） 
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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 

平成 24. 4    武蔵野市直営に移行 

平成 24.10    武蔵野市男女共同参画推進委員会設置 

平成 24.11～  武蔵野市男女共同参画に関する市民意識調査実施 

平成 25.2   武蔵野市男女共同参画に関する職員意識調査実施 

平成 26.3 『武蔵野市配偶者暴力対策基本計画』を包含した『武蔵野市第三次男女共同参画計 

 画』（平成 26 年～30 年）を策定 

平成 26.10  平成 26 年度武蔵野市男女共同参画推進委員会設置(全４回) 

 

 

３．利用案内 

 

開館時間      月～土曜日 ９：３０～１７：００ 

休  館  日     日曜日・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 

 

利 用 時 間       月～土曜日｛午前利用｝１０：００～１３：００ ｛午後利用｝１３：３０～１６：３０ 

 

利 用 規 定     会議室はあらかじめ登録した団体に貸出します｡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｡１団体につき月２回まで利用できます。 

             26年度会議室利用登録団体は 13団体となっています。 

 

予約申込可能日    利用日の２ヵ月前の同一日から利用日の前日まで受け付けます。２ヵ月前同日が閉館日

の場合、その前日に予約することができます。 

予 約 方 法     来館または電話で予約できます。 

 

 

 

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 
絵本コーナー（マットあり） 
掲示板 

会  議  室 ３０名 
テレビ、ビデオ、マイク､ハンガー、机、椅子、 

ホワイトボード､茶器セット 

印刷関連作業  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  １団体につき１個 
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●コピー機・印刷機・ロッカー利用案内 

≪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。 

              （武蔵野市男女共同参画推進団体は半額） 

≪ロッカー≫   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  

 

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 175 141 144 184 106 166 169 180 134 135 192 203 1929 

情報交流ｺｰﾅｰ 132 92 96 80 63 66 67 54 73 62 64 65 914 

合    計 307 233 240 264 169 232 236 234 207 197 256 268 2843 

(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 24 25 26 26 24 26 23 23 23 23 25 293 

 

 

５．むさしの男女共同参画市民協議会  （「むさしのヒューマン・ネットワークセンター運営協議会」から改称） 

男女共同参画社会のまちづくり実現を目指し、市の委託を受けて一部の講座の企画・実施や、市内の男

女共同参画関連団体のネットワーク化、センター事業への協力などを実施しています。 

 

●平成２６年度市民協議会委員一覧    

 氏 名 役 職 団  体  名 

1 原 利子 会 長 婦人有権者同盟 

2 向井 一江 副会長 個人 

3 二子石 薫 副会長 個人 

4 内藤 博子 書 記 個人 

5 大島 登志子 書 記 グループ創 

6 高坂 祐里子 会 計 婦人民主クラブ武蔵野支部 

7 三上 かおり 会 計 共同参画むさしの 

8 砂川 直美 会計監査 個人 

9 竹内 寿恵子 会計監査 桜楓会 

10 大久保 力  個人 

11 木下 章子  個人 

12 栗原 毅  個人 

13 桑田 知子  個人 

14 野﨑 斐子  むさしのスカーレット 

15 深田 貴美子  個人 
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６．平成２６年度実施事業一覧 

 

  6/9（月）16：30

6/21(土)～29(日) 7/1(火)～４(金) 8/13（水）9：30 9/2（火）12：00
「Ｇiｒｌ Ｒｉｓｉｎｇ」試写会

48号発行（7/25）

4/2（水）10:00 5/2（金）10：00 6/7（土）14:00 7/5（土）10:00 8/9（土）10:00 9/3（水）10:00
企画会議（本町コ
ミ）

企画会議（本町コ
ミ）

企画会議（本町コ
ミ）6/11（水）9:30 7/17（木）10:00 8/18（木）10:00

4/7（木）13:30 5/16・20・31 図書会議① 三者連絡会 運営委員会④ 9/22（月）10：00
運営委員会⑫ フォーラム作業 6/13（金）10：00 7/28（月）10:00 運営委員会⑤
4/12（土）10:00 5/19（月）10:00 運営委員会③
企画会議（本町コミ） 運営委員会①
4/14（月）13:30 5/19（月）13：30 6/16（月）10:00
担当課と協議 運営委員会②
4/23（水）10:00

5/24（土）10:00
企画会議

4/26（土）10：30 5/26（土）16:00

4/15（火）10：00 5/8（木） 6/4（水）10：00 7/2（水）10：00 8/6（水）10：00 9/2（火）10：00
スタッフ会議 スタッフ研修 スタッフ会議 スタッフ会議 スタッフ会議 スタッフ会議
4/30（木）10：00 5/14（水）10：00 6/4（水）13：00 7/16（水）10：00 9/16（火）10：00
スタッフ会議 スタッフ会議 スタッフ研修 スタッフ会議 スタッフ会議

5/16（金）10：30 6/10（火）15：30 7/23（水）16：00
スタッフ研修 スタッフ会議 スタッフ会議
5/22（木）10：00 6/11（水）14:00
スタッフ会議 選書会議
5/22（木）13：15 6/17（火）10：00
スタッフ研修 スタッフ会議

6/25（水）10：00
スタッフ会議

事業名
月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

講座

平成26年度総会・
懇親会

男女共同参画週間
武蔵野プレイス、公
会堂＆市役所

市役所ロビーパネル
展示

男女共同参画週間
実行委員会⑧

「その恋本当に大丈
夫」デートDV出前講
座＠成蹊大学

DV講座打合せ
（成蹊大）

インターンシップの
受入

イベント等

事務関係

男女共同参画週間
実行委員会⑦

むさしの男
女共同参画
市民協議会
男女共同参
画フォーラ
ム実行委員

会

男女共同参画週間
実行委員会⑥

武蔵野男女共
同参画推進委

員会

H27年度男女共同
参画週間準備会

そよ風

男女共同参画週間
実行委員会⑨

男女共同参画週間
実行委員会⑩
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11/8（土）10：00 12/7（土） 1/17（土）14:00～ 2/5・12・19・26（木） 3/13（金）13:30
思春期の恋愛と性 10:00/14：00 書くことレッスン講座
11/11（火）1４：４0 「Ｇiｒｌ Ｒｉｓｉｎｇ」上映会 2/7（土）14:00

10/26（日）14:00 3/14(土)10:00
2/12（木）14:00

11/16（土）14：00

2/21（土）14:00

2/28（土）15:00

10/17（金） 11/1（土） 12/12（金）～17（水） 3/6(金)13:30
府中市センター訪問子育てフェスタパネル展示 ＤＶ防止パネル展

示
推進団体交流会

10/31（金） 11/7（金）・8（土） （市役所ロビー） 3/24(火)13:30
西東京市・清瀬市 ウイメンズプラザパネル展示 12/17（水）14：10 ＤＶ研修会
センター訪問 ＤＶ防止パネル展示 第一中学生徒来訪

11/13（金）～17（月）

武蔵野プレイス

11/17（月）～2４（月）

市民会館
11/19（水）8：00
バス研修（高崎市）

DV関連図書展示
中央図書館・プレイス

10/29（水）19：00 11/2１（金）19：00 12/8（月）19：00 1/19（月）19：00

49号発行（11/25） 50号発行（3/25）

10/20（月）10:00 11/6（木）10:00 12/15（月）10:00 1/13（火）10:00 2/16（月）10:00 3/7（土）10:00
運営委員会⑥ 企画会議（セン

ター）
運営委員会⑧ 運営委員会⑩

10/30（木）10：00 11/6（木）13：00 12/16（火）10:00 2/19（火）10:00
1/19（月）10:00 3/16（月）10:00
運営委員会⑨ 運営委員会⑪

11/13（木）10：00 12/23（火）10:00 2/21（土）13:40
TAMA女性センター視察 企画会議（本町コ

ミ）11/17（月）10：00
運営委員会⑦
11/25（火）10:00

10/7（火）9:00 11/4（火）9:00 12/2（火）13:00 1/6 （火）10:00 2/4（水）9:00 3/11(水)9:00
スタッフ会議 センタースタッフ会議 スタッフ会議 スタッフ会議 スタッフ会議 スタッフ会議
10/14（火）13：30 11/25（火）13：00 12/16（火）14：30 1/15（木）14:00 2/25（水）9:00 3/10(火)-11(水)
センタースタッフ会議 スタッフ会議 スタッフ会議 選書会議 スタッフ会議 図書特別整理
10/21（火）9：00 1/21（水）9：00 3/24(火)9:00
スタッフ会議 スタッフ会議 スタッフ会議
10/28（火）13：30
センタースタッフ会議

長期計画策定意見
交換会ヒヤリング

3月11月 12月 2月

講座『新型「出生前診
断」について知りその
課題について考える』

講座「あなたと我が
子のチカラを信じよ

う」

1月
10/1・8・22（水）
10：00 「小さい子どもを持

つお母さんのための
講座」同窓会

10月

男女共同参画週間
実行委員会⑤

講座「男女平等参
画条例」を考える

男女共同参画週間
実行委員会①

「自分にもう一つの生
き方をプラスする講
座」

講座「ずっと輝いて生
きたい女性のための
健康とキレイの話」

H27年度男女共同
参画週間準備会

ワークライフバランス
を目指す男性の生
活力アップ講座　第

１回
ワークライフバランス
を目指す男性の生
活力アップ講座　第

2回

小さい子どもを持つ
お母さんのための講

座

「マダム・イン・
ニューヨーク」上映
会とフリートーク

男女共同参画週間
実行委員会③

男女共同参画
推進委員会④

男女共同参画週間
実行委員会④

「その恋本当に大丈
夫」デートDV出前講
座＠武蔵野大学

H27年度男女共同
参画週間準備会

男女共同参画
推進委員会②

男女共同参画週間
実行委員会②

男女共同参画
推進委員会①

男女共同参画
推進委員会③
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Ⅱ．事業概要 

１． 平成２６年度学習・研修事業開催状況 

●ワークライフバランスを目指す 男性の生活力アップ講座 「家事場」で力を発揮できる男になろう！ 

【日時】平成２６年１０月２６日（日）・１１月１６日（日） １４：００～１６：００ 

【場所】むさしのヒューマン・ネットワークセンター会議室 

【定員】２５名  【託児】６か月以上～学齢前までの子ども５名 

【講師】子育て主夫ネットワーク レノンパパ 浅田直亮さん 梶勇基さん 佐久間修一さん 堀込泰三さん 

回 日程 内 容 参加人数 託児人数 

1 10/26 家庭内での夫、パパの役割とは…。 １０名 ４名 

２ 11/16 子育て主夫の家事極意を学ぼう！ ９名 ２名 

 

●思春期の恋愛と性～今、親が知るべきこと・考えたいこと 

【日時・場所】平成２６年１１月８日(土) １０：００～１２：００  武蔵野プレイス スペース C 

【定員】３０名  【託児】６か月以上～学齢前までの子ども５名 

【講師】太田 静香さん（公益財団法人 東京都助産師会 助産師） 

内 容 参加人数 託児人数 

思春期の悩みや経験を通して、子どもが将来、仲間やパートナーを尊重しつつ
社会の中でよりよく生きていくために、親としてできることを考える。 

２４名 ４名 

 

●映画『Girl Rising～私が決める、私の未来～』上映会 

【日時】平成２６年１２月７日(日) ①１０：００～１２：００ ②１４：００～１６：００（２回上映） 

【場所】武蔵野プレイス ４F フォーラム 

【定員】各回６０名  【託児】６か月以上～学齢前までの子ども５名 

内 容 参加人数 託児人数 

途上国の女の子の現実と希望を描いたドキュメンタリー風オムニバス映画。早
すぎる結婚や女子教育、震災、カムラリ家事使用人、性的虐待など世界の女の
子の状況や可能性を描く。 

① ４１名 

② ５１名 
① ２名 

 

●あなたの力と我が子のチカラを信じよう！ 思春期の親子関係、悩んでいませんか？ 

【日時】平成２７年２月７日（土） １４：００～１６：００ 

【場所】武蔵野プレイス ４F フォーラム 

【定員】５０名 【託児】６か月以上～学齢前までの子ども５名 

【講師】川島 高之さん（NPO法人コヂカラニッポン代表、ファザーリングジャパン理事） 

内容 参加人数 託児人数 

上場企業現役社長にしてNPOの代表、元祖イクメン、現イクボスが語る“ぶれな
い大人”の子育て黄金律を学ぶ。 

４６名 ５名 

 

 

 



- 8 - 

 

●自分にもう一つの生き方をプラスする講座 

【日時】平成２７年２月２１日(土） １４：００～１６：００ 

【場所】武蔵野商工会議所 ４Fゼロワンホール 

【定員】３０名  【託児】６か月以上～学齢前までの子ども１０名 

【講師】芦沢 壮一さん（スキルノート代表） 

内容 参加人数 託児人数 

自分らしい何かを形にしたいと思っているけれど、ゆっくり考える時間がない。周
囲に頑張っている友人は居るけれど、自分は何をやりたいかが絞りきれない。そ
んな方にもう一つの生き方・もう一人の自分に出会うチャンスを用意。 

３４名 ７名 

 

●ずっと輝いて生きたい女性のための健康とキレイの話 

【日時】平成２７年２月２８日(土）１５：００～１７：００   

【場所】武蔵野商工会議所 ４Fゼロワンホール 

【定員】８０名  【託児】６か月以上～学齢前までの子ども１０名 

【講師】対馬 ルリ子さん（産婦人科医 医学博士） 

内容 参加人数 託児人数 

どんな環境にあってもいつまでも心身ともに元気でそしてキレイで過ごしたい。今
を生きる女性すべてにとって大切な女性ホルモンバランスと美と健康の関係につ
いて学ぶ。 

６０名 ９名 

 

●映画上映とトークカフェ『マダム・イン・ニューヨーク』 

【日時】平成２７年３月１３日(土）１３：００～１６：００ 

【場所】むさしのヒューマン・ネットワークセンター会議室 

【定員】３０名  【託児】６か月以上～学齢前までの子ども５名 

内 容 参加人数 託児人数 

一人の女性が異国でコンプレックスを克服、自信と誇りを取り戻す物語。鑑賞
後に懇談。 

２３名 ５名 

 

●その恋本当に大丈夫？ ～身近な問題としてデート DVを考える～ 

≪成蹊大学・むさしの男女共同参画市民協議会・武蔵野市 共催≫ 

【日時】平成２６年６月９日(月）１６：４０～１８：１０   

【場所】成蹊大学 ３号館 １０２教室 【定員】１５０名   

【講師】西山 さつきさん（NPO法人レジリエンス 副代表） 

内 容 参加人数 託児人数 

好きな相手でも、イヤなことはイヤと言え、互いを尊重しあえるイイ関係を築い
ていく道を探る。 

８６名 - 

 
●その恋本当に大丈夫？ ～身近な問題としてデート DVを考える～ 

≪武蔵野大学・むさしの男女共同参画市民協議会・武蔵野市 共催≫ 

【日時】平成２６年１１月１１日(月）１４：４０～１６：４０   

【場所】武蔵野大学 １号館 １1０１教室 【定員】２００名   
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【講師】西山 さつきさん（NPO法人レジリエンス 副代表） 

内 容 参加人数 託児人数 

好きな相手でも、イヤなことはイヤと言え、互いを尊重しあえるイイ関係を築い
ていく道を探る。 

１８０名 - 

 

●小さい子どもを持つ お母さんのための講座 ～今だからこそ立ち止まって考える、これからのわたし～

≪むさしの男女共同参画市民協議会・武蔵野市 共催≫ 

【日時】平成２６年１０月１日(水）・１０月８日（水）・１０月２２日（水） １０：００～１２：００ 

【場所】武蔵野市民会館 第一学習室・講座室 

【定員】２０名  【託児】６か月以上～学齢前までの子ども５名 

【講師】加藤 千恵さん（東京女学館大学教授） 

回 日程 内 容 参加人数 託児人数 

1 10/1 ちょっと立ち止まる時間 女性学の視点で見てみると 19名 19名 

２ 10/8 わたしの問題は みんなの問題 21名 21名 

３ 10/22 いま力を蓄えるとき これからのわたしのために 16名 16名 

 

●「男女平等参画条例」を考える～先進事例から～ 『青鞜』のまち文京区の男女平等参画ルールとは？

≪むさしの男女共同参画市民協議会・武蔵野市 共催≫ 

【日時】平成２７年２月１２日(月）１４：００～１６：００   

【場所】むさしのヒューマン・ネットワークセンター会議室 

【定員】２５名  【託児】６か月以上～学齢前までの子ども５名 

【講師】堀内 光子さん （文京学院大学大学院教授・前文京区男女平等参画推進会議会長） 

内 容 参加人数 託児人数 

文京区の条例づくりに尽力された堀内光子さんから、条例づくりの道筋や特色
を学ぶ。 

１８名 - 

 

●新型「出生前診断」について知りその課題について考える 

≪むさしの男女共同参画市民協議会・武蔵野市 共催≫ 

【日時】平成２７年３月１４日(月）１０：００～１２：００   

【場所】武蔵野市民会館 講座室 

【定員】２５名  【託児】６か月以上～学齢前までの子ども１０名 

【講師】二階堂 祐子さん  

「ハイリスク」な女の声をとどける会発起人 明治学院大学大学院社会学研究科博士後期課程 

内 容 参加人数 託児人数 

女性と家族に命を巡る大きな選択を迫ることになった新型「出生前診断」。その
正確な情報と、当事者の決断を支える体制について学ぶ。 

２５名 ９名 
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男女共同参画フォーラム「～むさしので生きる 自分らしく あなたらしく～」 

 市民及び団体で構成する男女共同参画週間事業実行委員会に委託し週間事業を実施した。 

◆活かそう! 男女共同参画計画  

【日時・場所】平成２６年６月２１日（土）１４：３０～１６：００  武蔵野プレイス スペースＣ 

【パネリスト】野田順⼦さん（男女共同参画推進委員会委員）、栗原毅さん、松井滋樹さん、二子石薫さん（同・

公募市民委員）、大平⾼司（男女共同参画担当課⻑） 

【コーディネータ】三上かおりさん（実行委員会） 

内容 参加人数 

「武蔵野市第三次男女共同参画計画」策定に携わったパネリストから、計画への思い
や問題意識・今後への期待を語っていただき、参加者とともに計画を読み解く。 

１９名 

  

◆記念講演会「本当は家にいたい 私の最期の時間」 

【日時・場所】平成２６年６月２２日（日）１３：３０～１６：００ 武蔵野公会堂ホール 

【講師】上野千鶴子さん（社会学者・立命館大学特別招聘教授・東京大学名誉教授） 

山崎章郎さん（在宅緩和ケア医 ケアタウン小平クリニック院⻑） 

【コーディネータ】会田恒司さん（前武蔵野市副市⻑） 

内 容 参加人数 託児人数 

「おひとりさまの老後」の社会学者と、ホスピスを経営する医師による、介
護の在り方と在宅死を考える講演とトークセッション。 

３５０名 ３名 

 

◆講話「骨粗しょう症を予防しよう～骨密度測定と健康講話」 

 【日時・場所】平成２６年６月２３日（月）１３：３０～１５：３０  武蔵野プレイスギャラリー 

【協力】生活クラブ生協 健康づくり支援センター 

内容 参加人数 

骨密度測定（生活クラブ生協） 

５７名 
測定結果説明と骨粗しょう症予防に関する保健師のアドバイス 
（健康づくり人材バンク保健師） 

「女性の生涯にわたる健康と牛乳」阿久澤 良造さん （日本獣医生命科学大学教授） 

 

◆男女共同参画基本条例を考える 条例と私の初めての出会い 

【日時・場所】平成２６年６月２６日（木）１０：３０～１２：００  武蔵野プレイスギャラリー 

【パネリスト】片柳純さん（まなこサポーター）、丸山麻帆さん（同・編集委員）、竹内寿恵子さん（男女共同参

画推進委員会公募委員） 

【ファシリテーター】向井一江さん（むさしの男女共同参画市民協議会） 

【企画】条例を考える会（むさしの男女共同参画市民協議会） 

内 容 参加人数 託児人数 

武蔵野市に男女共同参画基本条例ができたら、私たちの生活は、どう改
善されるか、パネリストとともに考える。 

２９名 - 
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◆多様な性を理解する 

【日時・場所】平成２６年６月２６日（木）１９：００～２１：００  武蔵野プレイス スペース C 

【パネリスト】セクシャルマイノリティ当事者  

【企画】共同参画むさしの 

内 容 参加人数 託児人数 

セクシュアル・マイノリティ（性的少数者）当事者が生の声で語り、直⾯する
課題を明らかにして、誰もが暮らしやすい地域と社会のあり⽅を考える。 

２８名 ２名 

 

◆映画『レオニー』と監督トーク 

【日時】平成２６年６月２８日（土）１３：００～２０：１０ （２回講演・２回上映） 

【場所】武蔵野市役所西棟８１１会議室 

【お話】松井久子さん（映画『レオニー』監督）  【入場料】５００円 

内 容 参加人数 

天才彫刻家のイサム・ノグチを育て、自らも波乱の時代を生きたレオニー・ギルモア
の生涯を描いた物語。 

１回目１１５名 

２回目６０名 

 

◆ちょっと聞きたい！ハッピー子育て＆キャリア両立術 

【日時・場所】平成２６年６月２９日（日）１３：００～１５：００  武蔵野プレイスギャラリー 

【パネリスト】子育て中のママ＆パパ３組 【コーディネータ】小倉環（キャリアコンサルタント） 

【企画】日本汎太平洋東南アジア婦人協会（日本パシイワ） 

内 容 参加人数 託児人数 

子育てママ&パパのためのハッピーキャリアライフ大作戦。３組のママ＆
パパが登場し、ざっくばらんに家庭と仕事の両立術をお話しする。 

３５名 ２名 

 

◆アフリカ女性の今～ゼロからの出発 

 【日時・場所】平成２６年６月２９日（日）１５：３０～１７：３０  武蔵野プレイス スペース C 

【託児】０歳～学齢前までの子ども５名 

 【トーク】マンスール・ジャーニュさん（株式会社 Echoes キャスティングディレクター） 村上一枝さん（NPO カラ

代表） 

【企画】NPOカラ＝西アフリカ農村自立協会 

 内 容 参加人数 託児人数 

講師の母国であるセネガルを通してアフリカの現状を知り、マリ共和国の
生活の視点から女性の自立に必要なことは何かを考える。 

４１名 - 

 

◆武蔵野市女性史パネル展示・団体活動展示 

  【参加団体】カラ＝西アフリカ農村自立協力会、むさしのスカーレット、武蔵野ブラショフ市民の会、条例を考

える会、無二の会、むさしの男女共同参画市民協議会、日本汎太平洋東南アジア婦人協会、

介護保険むさしの市民の会、まなこ OG会（計９団体） 

【日時・場所】平成２６年６月２３日（月）～２９日（日）  武蔵野プレイスギャラリー 

          平成２６年７月１日（火）～４日（金）     市役所ロビー 
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２．パネル展 

●男女共同参画フォーラムパネル展示（武蔵野市女性史パネル展示・団体活動パネル展示） 

  【参加団体】カラ＝西アフリカ農村自立協力会、むさしのスカーレット、武蔵野ブラショフ市民の会、条例を考

える会、無二の会、むさしの男女共同参画市民協議会、日本汎太平洋東南アジア婦人協会、介護保険むさ

しの市民の会、まなこ OG会、（計９団体） 

【日時・場所】平成２６年６月２３日（月）～２９日（日）  武蔵野プレイスギャラリー 

平成２６年７月１日（火）～４日（金）     市役所ロビー 

 

●「第 13回子育てフェスティバル 親子であそぼう！地域でつながろう！」パネル展示参加 

【日時】平成２６年１１月１日（土） 

【場所】武蔵野スイングホール 

 

●東京ウィメンズプラザフォーラムパネル展示参加 

【日時】平成２６年１１月７日（金）・８日（土） 

【場所】東京ウィメンズプラザ交流コーナー 

 

●「女性に対する暴力をなくす運動」期間 DV防止パネル展示 

◇武蔵野プレイスギャラリー 平成２６年１１月１３日（木）～１７日（月） 

◇武蔵野市民会館ロビー  平成２６年１１月１７日（月）～２４日（月） 

◇武蔵野市役所ロビー  平成２６年１２月１２日（金）～１７日（水） 

 

３．懇談会 

●武蔵野市男女共同参画推進団体懇談会≪むさしの男女共同参画市民協議会共催≫ 

【日時】平成２７年２月１９日（水）１３：３０～１６：３０ 

【場所】むさしのヒューマン・ネットワークセンター会議室 

【内容】映画「マダム・イン・ニューヨーク」の上映と懇談 

  

 

武蔵野市男女共同参画週間事業 

『男女共同参画フォーラム報告書』 

平成２７年６月刊行 

*報告書を作成しました* 
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４．平成２６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」（ＨＰからも閲覧できます） 

         

 

 

                

 

（２）図書 

 

●所蔵図書 分類一覧（日本十進分類法に準拠）                     平成２７年３月 

ジャンル 分類番号 冊数 

 情報､郷土資料 
００７～０９０ 

※０２２を除く 
４２ 

 復 刻 版 0２２ １７ 

哲学、 自己表現、心理、カウンセリング､生き方､宗教 １１６～１９１ １０８ 

 歴史、伝記、自伝 ２１０～２８９ ５８ 

 政治、国家、選挙、人権、地方行政、男女共同参画、戦争と平和 
３１２～３２９ １０８ 

 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、社会、社会学 
３３０～３６４ ７３ 

 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、女性労働 
３６６ １４５ 

 ワーキングマザー、起業 

 ジェンダー､女性学､女性論、フェミニズム、女性解放、女性問題 

３６７ ７０１ 母性､世界の女性､地域女性史、女性史、男性問題、親子、家族、

子ども、中高年、結婚・離婚、性・性教育 

 社会病理、摂食障害、売買春 、ＤＶ、性暴力 ３６８ ７１ 

 介護､社会保障、福祉、災害､市民活動 ３６９ ３７ 

 教育、教師、学習、社会教育、学校教育、幼児教育、家庭教育 ３７１～３７９ ６２ 

 習俗、葬送、人類学 ３８３～３８９ ５ 

 生命、生命科学､女性の身体、医療、女性医療、更年期、エイズ 
４６０～４９８ ６８ 

 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 １１ 

 育児 ５９９ ３１ 

 テレビ、芸術、絵画、図案、写真、演劇、映画、護身術、言語、 
６９９～８３３ ６０ 

 対談、辞典 

 文学評論、作家、小説、文学史、詩、戯曲、エッセイ、書簡、 
９０１～ 

１４４ 

 手記、記録、ルポルタージュ､仏文学 

合        計                                              １７４１ 

 ※この他、子ども用図書   ２７５冊 

【主な内容】 

・トピックス【女性の就業と 103 万円の

壁、130 万円の壁】 

・「男女共同参画フォーラム」実施報告 

・講座開催報告 

・市民協議会総会報告 

・講座告知・各種利用案内 

≪50号 3月 25日発行 6ページ≫ 

【主な内容】 

・トピックス【2014 年は 104 位。世界

から見る日本の男女平等の現状②】 

・講座報告・一中生来所 

・男女共同推進団体交流会報告 

・新着図書紹介・各種利用案内 

≪48号７月 25日発行 6 ページ≫ 

【主な内容】 

・トピックス【世界から見る日本の男女

平等の現状①】 

・講座報告・講座予告 

・新着図書紹介 

・各種利用案内 

≪49号 11月 25日発行 6ページ≫ 
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●利用状況 

図書貸出冊数 164冊 

貸出登録人数 115名 

 

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 １3 ８ １0 １1 １3 １7 2１ ８ 1４ １7 11 2１ １６４ 

貸出人数 ８ １４ ９ ９ １１ ９ １１ １６ １８ １１ １３ １２ ８５ 

 

（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、月刊ワークライフバランス 隔月刊女性展望、We learn、OPINION♀、季刊女も男も、 

婦人公論 

（５）購読新聞 

読売新聞、ふぇみん 

（６）ビデオ・DVD  

●ビデオ 

No. 題     名 

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 
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 2回「PTAから政治の道へ」 

9       〃       第 3回「家族と福祉のはざまで」 

10       〃       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 
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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 

11 情報からの自立（トレーニング DVD） 

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 

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 

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 

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） 

4 デートＤＶ  相手を尊重する関係をつくる 14 これからの二人～大切にしたいから～ 

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 

15 評議 裁判員制度広報用映画 

6 
ずっと一緒にいたいから あなたと私とデ
ートＤＶ 

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

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 

17 
女性差別撤廃条約 その理念の実現を目
指して 

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 

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 

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！ 

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」） 

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 

20 マダム・イン・ニューヨーク 
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〒180-0022 武蔵野市境 2-10-27 武蔵境市政センター2Ｆ 

TEL&FAX 0422-37-3410 
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