
多様な家族と子ども

講師：神原 文子さん
                （神戸学院大学 人文学部　教員）

かんばら   ふみこ

様々な家族・環境の中で育つ子どもたち。
家族と子どもに対する考え方を見つめ直し
‘今’ の子育ての現状を学びます。

心の栄養・感情のコントロール

講師：北口 佳世子さん
                （東大阪市立日新高等学校教諭）

きたぐち      かよこ

子どもにかかわる大人自身がさまざまな感情を
大事にして、自分の感情も他者の感情も受け入
れることをワークを通して学びます。

次世代につなぐグループ運営

講師：吉本 美江さん
  （摂津市立男女共同参画センター　ウィズせっつ　職員
　・元 ミズ プランニング  代表）

よしもと   よしえ

次世代につなぎ、親子ともに〈タテ〉のつながり
を育んでいくグループ運営を学び、アクションプ
ランを考えます。

子どもをめぐる暴力を考える
       ～ジェンダーの視点から～

講師：中川 和子さん
 （NPO法人フェミニストカウンセリング堺代表、
　MY TREE ペアレンツ・プログラム事務局長）

なかがわ    かずこ

子どものいじめが社会問題となる今、子どもを
めぐる暴力とその背景や連鎖を学び考えます。

‘わたし’ のめざす子育て支援
   ～子どもにかかわるグループとの交流～

コーディネーター：山崎 秀子さん
　　　　（㈳子ども情報研究センター事務局次長、チャイルドライン
　　　　  ひがしおおさか副代表、前 イコーラム事業推進委員）

やまざき　ひでこ

活動発表：・きらりっこ（つどいの広場）
                      ・くれよん（イコーラム登録団体）

　　　子どもにかかわるグループとの交流、参加者同士の意見交換をします。
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一時保育あり

平成 24 年度　地域女性リーダー養成講座   翔 塾

子どもの育ち ・
    親の育ちを支える

子どもが生きやすい環境、子育てしやすい社会って・・
未来を担う子ども、育む大人ともに大切な存在。
親子の気づきや学び、育ちをサポートし、自分自身も
*エンパワーしていく女性の、子どもにかかわる力を
高める講座です。

＊エンパワー：内在している力を引き出し発揮していくこと。

はばたき　じゅく

主 催：東大阪市　　
企画・運営：一般財団法人 大阪府男女共同参画推進財団

11/11 日  ▶12/16 日（全 5回）
          各日　午後１時 30 分～４時 30 分

会場 : 東大阪市立男女共同参画センター・イコーラム
            第 1・第 2 研修室

2012  

定  員

20名
参加費

無 料



●日　時：平成 24 年 11 月 11 日・18 日・25 日・12 月 9日・16 日
　　　　　各日曜日、午後 1時 30 分～４時 30 分（全 5回）　　　　           
●会　場：東大阪市立男女共同参画センター・イコーラム　　
　　　　　 第１・第２研修室　　　 
●対象・定員：東大阪市在住・在勤・在学の女性　20 名   
●参加費：無料　　
●一時保育：１歳半～就学前幼児　定員 10 名、ひとり 400 円
　　　　　　 （申込先着順・各開催日の 1週間前までに要予約）

●申込方法：
電話またはイコーラムの窓口（申込時間は休館日を除く午前９時～午
後９時 30 分、日・祝日は午後６時まで）またはハガキ、FAX、メール、
イコーラムホームページの申込フォームに、 住所・氏名・電話番号・
FAX 番号・年代・参加動機・保育の有無（保育希望の子どもの氏名・
生年月日） をご記入の上、下記までお申込みください。

●申込締切：平成 24 年 11 月 4日（日）必着　※申込多数の場合は抽選

★お申込みにあたってお預かりする個人情報は、本事業以外の目的で使用することはありません。

東大阪市立男女共同参画センター・イコーラム　宛

FAX   072-960-9207

ＦＡＸ申込フォーム

★ お申し込み・お問い合せ ★    
 〒578-0941　東大阪市岩田町 4-3-22-600

東大阪市立男女共同参画センター・イコーラム

Tel   072-960-9201
Fax  072-960-9207

E-mai l    ikoramu@nifty .com            
URL   http://www.ikoramu.com

氏　名
年    代

生年月日

　　　

年 　 　月　  　日　

職　業

歳代

ふりがな

(ふりがな )

( お子様のお名前 )

住　所

電話番号

Ｅ－ｍａｉｌ

ＦＡＸ

参加動機

(勤務先・自宅・携帯 )

( 勤務先・自宅・携帯 )

( 勤務先・自宅 )

有
・
無

一時保育
希　望

●会場案内
　近鉄奈良線

　「若江岩田」駅下車、北側すぐ

　希来里施設棟６階

　

　＊立体駐車場あり

　　　　　　　（20 分 100 円）

平成 24 年度　地域女性リーダー養成講座　　翔　塾

●プロフィール

神原 文子さん

中川 和子さん

北口 佳世子さん

山崎 秀子さん

吉本 美江さん

かんばら     ふみこ

なかがわ    かずこ

きたぐち          かよこ

やまざき      ひでこ

よしもと     よしえ

神戸学院大学 人文学部　教員

NPO 法人フェミニストカウンセ
リング堺代表、MY TREE ペアレン
ツ・プログラム事務局長

東大阪市立日新高等学校  教諭

㈳子ども情報研究センター事務局次
長、チャイルドラインひがしおおさか
副代表、前 イコーラム事業推進委員

摂津市立男女共同参画センター
ウィズせっつ職員
元 ミズ プランニング  代表

家族社会学、教育社会学、人権問題を専門とし、ひとり親家庭の自立支援、しつけと体罰、
DV と虐待など、家族における人権問題に取り組んでいる。NPO 法人しんぐるまざあず・
ふぉーらむ・関西にも関わる。

行政の相談室で、女性の視点にたったカウンセリングを行う。また、子育てグループの心
理教育に携わっている。子どもを虐待してしまう親の回復のためのプログラム・MYTREE
ペアレンツ・プログラムにも関わっている。

保健体育を担当。子ども同士がお互い支え合う力をつける「ピア（仲間）・サポート（支援）
活動」に取り組む教師グループ・ピアの会のメンバー。

「子どもの権利条約」の啓発・普及に取り組む。東大阪では、チャイルドライン（子ども専
用電話）の実施、炊き出しや遊び場を提供する「こどもげんきまつり」の開催に関わる。
平成 22 年度イコーラムフェスタにおいて、シンポジウムのパネリストを務める。

1991 年に結成した子育て中の女性とファミリーを応援するグループ・ミズプランニングの
メンバー。2001 年 3 月まで子連れで大阪の街をまるごと楽しむ情報誌『大阪子連れパワー
アップ情報』を６冊発行している。

【 翔 塾 】


