
Oh! ミニ ライブ

◇ 演奏  aya
みんなに“エール”を送る

笑顔のミニ ライブです。

つながれっとまつり2013
プログラム

①時間　②会場　③対象・定員　④参加費　⑤連絡先（TEL／FAX／E-mail）　⑥事前申込の要否

「紅一点じゃ、足りない」　６月23日（日）から29日（土）までの１週間、は、「男女共同参画週間」です。職場で、学校で、地域で、家庭で、一人ひとりの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」 を目指して！

ワークショップ　　　６月29日（土）午前
8- みんなでうたいましょう
　青春時代に歌った唄、懐かしい歌を、一緒にうたいませんか？

青春時代に戻りますよ。生演奏にあわせて歌います。

● おしゃべりサロン “あったかカフェ”
①1時 30分～2時 30分　②セミナールーム１

③どなたでもいいです。30名　④300 円

⑤TEL 052-833-2405 　FAX 052-833-2405　⑥事前申込不要

9- カサンドラ症候群ってご存知でしょうか
　発達障害だろうと思われる方の配偶者は、関係の困難さから時

として、心身共に疲弊してしまい、周囲から孤立してしまうこと

があります。誰にも理解されないと自分を押し殺してしまう前に

ここへ来てお話してみませんか。少しでも元気が出てくれたらと

願ってます。

● カサンドラ症候群の自助グループ  サラナ
①12時 30分～3時　② セミナールーム３

③カサンドラ症候群の当事者及び関係者

12名前後　④500 円　

⑤TEL 052-711-8703

FAX 052-711-8703

E-mail  qqkw8a59@celery.ocn.ne.jp

⑥事前申込必要

 

10- 幸せをつかむ自己発見セラピー
　ありのままの自分を知って自信を持つ

事が大切です。どんな仕事・人間関係・ラ

イフワークが合っているのか、自分を深く理

解し受け入れて、一番大切な自分を好きになって

いくことから本当の幸せを掴むことができます。

● GAOTTO
①1時～3時　②セミナールーム４　③特になし  20 名

　　　　　④1,000 円

　　　　　    　⑤E-mail  aty@u01.gate01.com　⑥事前申込不要

1- フォトルミノ  ―くらしを紡ぐ 2013―
　日々の生活を女性の目で見つめ、   ファインダーを通して文化・

社会・自然をとらえています。隔月に研究会と撮影会を持ち、写

真展も開催しています。会員募集中です。見学もできますので

● フォトルミノ（女性写真グループ）
⑤TEL 052-831-5000　FAX 052-831-5000

 

　2- 仲間で美しい草花を描きましょう
　　道や庭には美しい草花が咲いています。植物画には年齢関係

　なく誰でも簡単に描く事が出来ます。僅かな時間で描き友人や

 家族にプレゼントし又思い出として描いてみましょう。

　　教室の仲間で日頃描きました。ご高覧ください。

　  ● 現代植物画趣味の会

11- 憲法と男女平等参画　－ベアテさんの想い－
　「自民党改憲案」が出されましたが、女性は生きやすくなってい

くのでしょうか。日本国憲法 24 条に男女平等を明記したベアテ

さんの想いは活かされているのでしょうか。女性弁護士とともに

語りませんか。

● 地域開発みちの会

①1時～ 2時 45分　②特別セミナールーム A　③一般   45 名

④無料　⑤E-mail  k-nobata@dg7.so-net.ne.jp　⑥事前申込不要

12- パパのベビーマッサージ＆ママのセルフケア
　パパとママのHappy♪  子育てを応援！ 赤ちゃんと接する時間

の少ないパパはベビーマッサージで親密なふれあいを。ママはす

きま時間でできるセルフマッサージをお伝えします。   ハーブティ

ーの試飲もあります。

　　　  ● ママックス 
　　　　　  ①1時 30分～ 2時 15分　②特別セミナールーム B

　　　　　　　 ③子育て中のパパ ＆ ママ＆ ベビー （2～7ヶ月・

　　　　　　　　  ハイハイ前まで）   10 組　④1,000 円

                               　⑤E-mail  kao1190_5150@yahoo.co.jp　

⑥事前申込必要

ハートニット プロジェクト
仮設住宅で編まれた

ニット製品を販売します。

---------
ハートニット プロジェクトは、

被災地の女性が震災直後から始めた

編み物を通して復興を目指す活動です。

＊問合せ　名古屋YWCA

TEL 052-961-7707

1- カップルのための産前産後セルフケア講座
　妊娠出産に伴う心身の変化を整える、セルフケアスキル（ボー

ルエクササイズ・ワーク・セルフケア）をカップルで体感してい

ただきます。妊娠 12週から臨月の方、産後 2か月以降の方、

2012 年 12月 1日以降生まれのお子さまは同伴ＯＫ。

● NPO法人マドレボニータ東海支部
①10時～ 11時 30分　②多目的ルーム

③産前・産後のご夫婦（女性のみ単身可）　④６組（12名）

④１組 2,000 円（お一人 1,000 円）　⑤TEL 080-6952-0081

FAX 052-895-0081　E-mail  sango.care@gmail.com

⑥事前申込必要

2- 朗読グループ萌希  発表会
　俳優の早川けいさんに朗読の指導を受けて、5年になります。

その成果を皆さんに聞いていただき、今後の練習の励みにしてい

きたいと思っています。どうぞよろし

くお願いします。

● 朗読グループ萌希
①10時 30分～ 11時 30分

② セミナールーム１

③どなたでも

40名～ 50名

④無料

⑤E-mail

pde03027@nifty.com 

⑥事前申込不要

 

3- ちいさな国際協力
     「みんなで布チョッキンワークショップ」
　カンボジアの幼稚園には、おもちゃがほとんどありません。人

形の型紙にそって布をカットして、カンボジアに届けます。現地

　　　　　 の女性たちが人形に縫い上げて幼稚園に届け、子ども

　　　　　　　　たちが　大切に遊びます。

4- セルフケアで小顔をつくろう！
　大小のスプーンをお持ちください。スプーンを使って顔のむく

みをとって小顔をつくります。リンパの流れがよくなって若返え

ったようになります。当日は５～１０才若返りましょう。フェイ

シャル資格者が指導致します。

● 男女健康促進会
①10時～ 11時 30分　②セミナールーム４

③どなたでも  12 ～ 18 名　④1,000 円　⑤TEL 090-9029-4144

　FAX 052-755-3294　E-mail  tsutomuyokota@yahoo.co.jp

⑥事前申込必要

5- 人間関係が楽しくなる心理学  ～個性心理学～
　人間の個性を12の動物にあてはめることにより、誰にでも分か

りやすく、実生活に役立てることができる、イメージ心理学です。

日頃のカチッ！  イラッ！ を笑顔に変えるヒント満載の講座です。

● ドリームプロデュース
①10時～ 11時 30分　②特別セミナールーム A

③特になし  30 名　④500 円　⑤TEL 090-6583-8347

FAX 052-831-2331　⑥事前申込不要

 

「前津児童館」！

つながれっとまつりへ出張、登場。

◇ 移動児童館 in つながれっとまつり2013

時　間

午前10時30分～11時30分
… … … …

乳幼児さんが楽しめるおもちゃなどを
準備しています。

遊びにきてくださいね！

　　　　　 展示　   ６月29日（土）午前9時30分～午後6時

ワークショップ ６月29日（土）午後

● 幼い難民を考える会 あいち
　①10時～ 12時　②セミナールーム２

　　③小学生以上の方  12 名　④500 円

　　　⑤TEL 052-623-7413

　　　　FAX 052-623-7413

　　　　　E-mail  takagi.cyra@gmail.com

　　　　　　⑥事前申込必要

　　　　 6- 精神的 DV・モラハラと心のセルフケア
　　　　　  「気にする方がおかしいの？」  なかなか理解されにく

　　　　い夫やパートナーからの精神的な暴力（モラルハラスメ

　　　   ント）。   それってどんなこと？ その影響は？ セルフケア

　　　 についても相談員がお伝えします。

　　   ● つながれっとNAGOYA 相談室
　  ①1時 30分～ 3時 30分　②会議室（3階）　

③DVに関心のある女性  20 名　④無料　⑤TEL 052-241-0311　

⑥事前申込必要（定員に満たない場合、当日参加も可）

7- 女子の心と体 ～側湾症～ なぜ小学生でなる？
　私自身も背骨が曲がっていました。女性らしさへの恥ずかしさ、

不安から来るものですが女の中のタブーもあり認識されません。

変化を肯定し体の緊張を取る体操で湾曲し機能障害が出るのを阻

止できるのではと思います。

● 女子の心と体
①12時 35分～2時 55分　②多目的ルーム

③小学生ぐらいから   20 名位　④200 円

⑤TEL 090-4460-3942　FAX 052-755-1009

E-mail  fumiko.caffall@gmail.com　⑥事前申込不要

　 


