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☆☆☆☆☆ 平成 28 年度の事業報告 ☆☆☆☆☆（★は受託事業）
★舞鶴市男女共同参画センター学習啓発事業
元祖イクボスに学ぶセミナー
『働き方を変えると女性が輝き、企業が伸びる！！』
日時

平成 28 年 9 月 13 日(火)13 時～16 時
場所

基調講演

舞鶴市中総合会館コミュニティホール



参加者 131 名

『イクボスで笑顔と成果がともにアップ』 講師 川島高之氏（NPO 法人コヂカラ・ニッポン代表）

パネルディスカッション
コーディネーター

川島高之氏（NPO 法人コヂカラ・ニッポン代表）
パネリスト
佐古田雅彰氏

㈱佐古田電機社長

京崎操氏

京都北都信用金庫人事部長

片本真代氏

関西電力㈱人材・安全推進室ダイバーシティ推進グループリーダー

（参加者の声）
男性参加者からも、自分の仕事を進めるうえで参考になる内容であり、組織全体として働き方を改めて
見つめなおすよいきっかけになった。
社員が働きやすい職場環境を実現しようとする努力こそが会社全体のパワーアップにつながり意識改革のきっか
けとして参考になった。職場のトップこそがこういうセミナーに参加すべきと思った。

◯保育サポーター養成・支援講座
今の子育ては昔と違うの？

孫育て大変かな？

空いた時間で何かしてみたい！

公開講座

9/14～10/14 までの計 5 回講座

『子どもの便秘』

子育て中でもできることないかな～

毎年開催している子育てに役立つ講座です。

京都府立医科大学

９月 29 日（木）13:30～15:30

小児外科学

青井重善さん

フレアス舞鶴・セミナールーム

（講座受講生の声）
こどもとの信頼関係を築くにはお母さんとの信頼関係（コミュニケーション）と教えていただき「なるほど！」
の大きな気づきがありました。グループワークでは１人ひとり、お産も経験も違う、寄り添うことが常に必要
で最も大切なことだと改めて認識できました。
（講座：母と子の気持ちに寄り添うサポート）
上手下手ではなく、ただひたすら楽しむ。本来の遊びってこうだよね。を感じることができました。
（講座：あそびを学ぼう…あそびあむ）

1

第 13 回
家族～ちいさな幸せ
みつけよう～

平成 28 年 11 月 6 日（日）
10:00～15:00（９：３０開場）

舞鶴市中総合会館

1F

場所
ロビー

イベント内容

実施団体名
実行委員会

オープニングセレモニー
老若男女の仲間でオープニングをもりあげま～す♪

舞鶴国際交流協会

ハロウィーンの寸劇
家族で写真を撮りませんか？
○七・五・三撮影
予約優先。先着 20 名様。着物衣装無料。
L 版 1 枚 4,000 円（着付け＋ヘアセット付）
○洋服での撮影（子供用ドレス無料。
）
L 版 1 枚 3,000 円。当日受付 OK！

場所
正面玄関屋外

香りで癒すアロマテラピー
ハンドケア
800 円
フットケア 1,500 円
香りのスプレー作り

屋外

マザーズハンド
800 円

イベント内容

実施団体名
よく訓練された犬 5 匹と猫

ワンニャンふれあい広場
2 匹がお待ちしています。
ペットは大切な家族です。
動物との正しい接し方やマナーを知って、これま
ハーモニー
で以上に人と動物のステキな関係を作りましょう。
「花の苗・種」交換会と販売
持参いただいた苗や種を交換して、ご家庭の花の
種類を増やしませんか？

東側駐車場
テント

花の会

オレンジ・ロードつなげ隊

認知症啓発のパンフレット配布

視聴覚室

中筋サウンドハーモニー

模擬店

花の会
舞鶴市母子福祉会
中舞鶴婦人会
あけぼのフェニックス
スッテプあけぼの

おれんじ
ほっとハウス
２

中音商店

2F
場所

乳幼児検診室

多目的ルーム



イベント内容

実施団体名

弁護士とあそぼう！
（無料）
弁護士さんのお仕事ってどんなのかな？
法律ってどんなのかな？
弁護士さんと一緒にあそぼう！

京都弁護士会

「はまなす食堂」 健康食の試食
（無料）
「炒り豆ごはん」「おからのツナサラダ」
「具だくさんのみそ汁」
いきいき元気に過ごすための食事の提案をしています。

舞鶴市食生活改
善推進員協議会
はまなす会

太極拳の体験
（無料） 13:30～15:00
健康維持のため、呼吸に合わせゆっくり体を動かす
太極拳をやってみませんか？
幼児ルーム
前

場所
301 会議室
302 会議室

303 会議室

ファミサポ会員募集ＰＲ まいづるファミリサポートセンター
親子で楽しく、簡単な工作をしよう！

鶴太極拳

まかせて会員
募集中です！

（幼稚園・学校の送り迎えや放課後の預かりなどをサポートします。）

3F

イベント内容

実施団体名

親子リズム遊びと赤ちゃんマッサージ（無料）
子どもの心と身体の成長をうながします。

ヨガ体験で、健康な毎日を！！（無料）
ちぎり絵でステキな絵はがきづくり（無料）
かんたん 帯むすび（お子様も OK）（無料）
毛糸で可愛い人形たわしづくり （材料費 100 円）
着物リフォームと草木染作品展示

新婦人の会

京都府中丹
東保健所
生活習慣病予防の目安になる血管の状態を測定してみませ
んか？（先着 100 名様）また、あなたの知らないたばこの世 舞鶴市健康
づくり課
界も知ってください！

「血管の状態測定」と「発見！たばこの世界」

歯とお口の健康チェック！
かみかみ度チェック、
ブラッシング、歯科相談 など

顕微鏡でお口の
中の細菌が見れ
ますよ！

京都府舞鶴歯科
医師会
歯科衛生士会

指の型どり体験もできるよ！

３

4F
場所

イベント内容
ステージ

実施団体名

【NPO 法人舞鶴国際交流協会（MIA）】
ハロウィーンの寸劇を、数回行います。

【舞鶴商工会議所女性会】チャリティーバザー（日用雑貨、食品他）
【にがおえ屋 みよみよ】似顔絵 【福島イツヨ】ビーズアクセサリー
【京都府女性の船「ステップあけぼの」舞鶴支部】炊飯器で作るケーキ
【粘土細工の店 仁平】粘土作品 【手づくり さこ】古布小物
【アクセサリー教室 のあのあ】レジンのアクセサリー、へアゴム、
ヘアピン 【fairy flower】ガラスドームのアクセサリーなど

コミュニティ
ホール

【個性ナビ minamo】動物占い（誕生日で親子の個性を占います。）
【boo-boo-shop】デコアクセサリー、デコ小物
【Sincerely Wood】手作りの木工品（コースター、カッティングボー

「まいてマルシェ」

ドなど） 【猫店長の店】アクセサリー、雑貨
【かたくりの焼き菓子】焼き菓子（ガトーショコラ、ビスコッティな
ど）

【舞鶴東地区更生保護女性会】ビスケット、一筆箋

【conoca】スポンジフレームのワークショップ、完成品、キット
【✳Ohana✳and JUNON】手作りアクセサリー、小物とネイルケア
【matu．】ヘアアクセサリー、布小物
【舞鶴友の会】手作り品、お菓子、中古衣料
【サロン「ぽーれぽーれ」】菓子・ご飯などの食品、自主製作品
【ひょうたん山】大福、チーズケーキ、ショコラケーキ、他、ハンド
メイドアクセサリー

【飲食・休憩コーナー】もあるよ！
家族で団子づくり
料理教室
研修室①②
仮装来場
大歓迎！！

和！スイーツ！

京都府女性の船

やわらかい白玉団子（豆腐入り）を作りましょう。
（1 セット 100 円）

ステップあけぼの
舞鶴支部

ハロウィーンがまいづるにやってきた！

キャンディもあるよ！
家族そろってハロウィーンを楽しみましょう！
NPO 法人舞鶴
▪ゲーム ▪寸劇 ▪切り絵 ▪塗り絵
▪ハロウィーンコーナーでの写真撮影
国際交流協会
▪トリック オア トリート
（100 円で全部楽しめるよ！）

絵手紙作り（無料）
401 会議室

402 会議室
和室①②

2 枚の内、1 枚は自分のために、あとの 1 枚は過ちを犯して
施設で更生に励んでいる青少年たちの為に！
社会を明るくする運動（無料）
子どももおとなも楽しめる 薬物乱用撲滅 シューティングゲーム

薬物乱用防止啓発、虐待についての展示
石のクラフト（自分の好きな絵を描こう！）
自分でお茶をたてよう！！ （無料）

防犯グッズも
作るよ！！

ガールスカウト
京都 35 団

自主グループひまわりって何？こころの健康推進員って何？

自主グループひまわり

仲間による作品展示、バザー
こころの健康について パンフレット配布
４

舞鶴東地区更生
保護女性部

京都府こころの健康推進員

中丹東保健所

5F
場所
セミナールーム

イベント内容
「ちびっこあつまれ」 （無料）
エプロンシアター・手あそび他、（劇）大きなかぶ

大人向けの朗読 （無料）

多目的ルーム
ミーティング
ルーム

交流サロン

実施団体名

和紙で可愛い小物入れ
（申込不要、材料費 500 円）
フエルトで作る可愛いタオル掛け （申込不要、材料費 300 円）
手芸・絵手紙の作品展示
“素敵な恋愛をするために”
デート DV について正しく知っていますか？

朗読ボランティア
こだま会

南舞鶴女性の会

ボイスｏｆフレンド

喫茶コーナー ミニ喫茶「舞」
「まいてマルシェ」で、おいしいお
ほっ！
○コーヒー（200 円）
やつをＧｅｔして、一緒にどうぞ！
○お茶（100 円）
クレインズ’舞
○オレンジ・アップルジュース（各 100 円）

紙芝居「ひきあげ（引き揚げ）ってなあに」
ユネスコ世界記憶遺産に登録された引き上げの歴史を、
お子様にも分かりやすく、紙芝居にしました。
画 ： い と う み よ こ 企 画 ： NPO 法 人 ま い づ る ネ ッ ト ワ ー ク の 会
★紙芝居の体験にチャレンジして、引き揚げをもっと知ろう！
なるほど！と思わずうなずく

通路

舞鶴
引揚記念碑を
守る会
クレインズ’舞

「男と女のホンネ川柳」の展示
実行委員団体・個人の紹介
協賛金をいただいた皆様の紹介
エレベーター前にて

ハロウィーンの寸劇
託児ルーム

舞鶴国際交流協会

託児します！
子ども 1 人 1 回 300 円、全館対応

チャイルドねっと

イベントを楽しんでね。お気軽にどうぞ！

まいてフェスタは、
皆様の協賛金のみで開催しています。
ご協力ありがとうございます。
５

チ
◯チャレンジショップ ほっと（月・水・金 10:00～16:00 木は 10:00～13：30、13:00 までの時あり！） ○

★印は受託事業

ひ
★子育てひろば ほっと（月・水・金 10:00～15:00 木は 10:00～12：30、12:00 までの時あり！） ○

カ
◯カフェ ほっと（月・水・金 10:00～16:00 木は 10:00～13：30、13:00 までの時あり！） ○

☆☆☆☆☆ 平成 28 年度事業報告
☆☆☆☆☆

絵本の読み聞かせ、保育士さんと一緒に、多世代交流、ほっと交流会、子育てひろば in 南公民館
親子 de リズム♪（熊谷記江先生）
、みきさんと一緒に（みき助産院の新宮美紀先生）
ひ
○ほっと研修会 7/27（水）
「コミュニケーション講座の振り返り」 11/17（木）
「ひろばケーススタディ」
10/12（水）「防災の話を聞こう！」9/14（水）11/10（木）「ハグハグモミモミワークショップ」
ひ ほっと交流会
○
7/26（水）
「子どもへの言葉掛けについて語ろう」 8/26（金）
「私の妊娠・出産を語ろう」
9/23（金）
「夫について語ろう」
10/21（金）with みきさん「卒乳について語ろう」
11/25（金）「何でも情報交換会」 12/15（木）with 保育士さん「子どもとのすごしかたについて語ろう」
1/27（金）
「お出かけ情報交換会」
ひ キラキラママ企画・・・能力を活かして、利用者さん自身が講師となって行う企画
○
12/2（金）
「ほっとクリスマス会」
1/23（月）
「抱っこひも収納カバー作り」
ひ ほっとリフレッシュ部
○
私の妊娠・出産を語ろう
9/17（水） 「敬老の日カード作り」
11/4（金）「雪だるまの置物作り」
チ
ひ
○○チャレンジャーさん活用企画・・・ほっとハウスのチャレンジャーさんが講師になって行う企画
12/16（金）「お正月飾り作り」
ひ 親子 de リズム♪
○
in 勤労者福祉センター（旧 市民病院）
7/15 9/16 10/14 11/18（金）
in 商工観光センター
12/8 1/12（木）
ひ 「ひろば de クッキング」10/13（木）
○
講師：上羽さん、宮森さん（南舞鶴女性の会） ほっとクリスマス会
ひろば de クッキング
（メニュー） 餃子の皮を使ったピザ（ホットプレート利用）
キャロットケーキ（炊飯器利用）
お正月飾り作り
チ 「元祖肉じゃがと日本一おいしいおむすびのコラボの日」7/8(金) 9/9（金）
○
チ 8/22（月）「とっても簡単！知育オーナメント作り」12/7（水）「とっても簡単！クリスマスのカバンを作ろう」
○
チ 12/21（水）「～ブイヤベースを食べながら～美味しい魚の食べ方交流会」
○
★地域支援事業
ひ 多世代交流
○
12/8（木）
『夢のマジック宅急便』さんのマジックショー。
ひ 子ども用品交換会 8/3（水）
○
『くるくるめぐる』さんとのコラボ。
ひ バスでおでかけ＠ほっと 10/26（水）
○
『子育てひろば ひまわり』さんとの共催です。
ひ （出張）赤ちゃんひろば in 松ヶ崎官舎
○
11/30（水）
ひ おもちゃ病院
○
1/21（土）舞鶴でおもちゃの修理をボランティアでされています。

お

し

ら

せ

チ ◆チャレンジショップにはかわいい商品があるよ！
○

温か うどん
ぜんざい

おむつケーキはいかが？ 赤ちゃんの腕や足につけて！ ペーパーフレームに写真を飾ろう！

カ ◆カフェほっとのあったかメニュー！
○

うどん（きつね入り） 400 円・・・お出汁が美味しいと評判です。
ぜんざい 400 円・・・おっぱいの出に小豆がいいんだって！
〒625-0036 舞鶴市字浜 421―1(八島商店街七条西)
Tel・Fax /0773-62-1615 http://hothouse-mj.net/

運営：NPO 法人まいづるネットワークの会
TEL：0773-63-3305 FAX：0773-62-0872

