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１．2014年2月・リーブラ開催イベントのお知らせ

港区立男女平等参画センターは、2014年7月に新施
設移転する予定です。リーブラのこれまでを振り返り、
新しい出発を目指す移転記念イベントを開催します。
●主なプログラム
【第1部】マジーと踊る！ココロとカラダの解放ダン
ス！
■時間：15：00 ～ 16：00 （要予約）
マツケンサンバでおなじみの真島茂樹さん。性差を
超えてダンサーとして時代を築き、自己確立された真
島さんのトークとダンス。一緒に踊ってココロとカラ
ダを開放し、「自分らしく生きていく」ヒントをみつ
けてください。
【第2部】リーブラ創立34年のあゆみ
～新たな出発に向けて～（要予約）
■時間：17：00 ～ 19：20 （予定）
※当日空きがあれば入場可。
婦人会館から始まるリーブラ34年の歴史を講師と男
女平等推進団体の皆さまとで語らいます。今後、港区
でさらに男女平等参画を広めていくために何が必要か
を考えます。
【その他】男女平等を詠う川柳・表彰式
応募総句数：630超！2013年後半、多くの方にご
応募いただいた男女平等川柳・受賞作品を発表！

リーブラを拠点にさまざまな活動をされている利用
者団体の方々の発表の場として、毎年開催している
リーブラフェスティバル。
今年も以下の日程で開催します。趣味・特技を中心
とした文化的な活動の発表の他、男女平等参画の推進
につながる活動成果の発表などが、展示、料理、ホー
ルなど手法を変えた形で発表されます。ぜひ、お誘い
あわせの上で、ご来館ください。

●展示企画
活動発表・作品展示・販売
●ホール企画
歌・体操・芝居・ダンス・楽器演奏・着付け
●料理企画
食事・コーヒー・お茶・
※詳細は、プログラムやポスターをご確認ください。
【主催】リーブラフェスティバル2014実行委員会

２つの催事ともに、お問い合わせ先は、港区立男女平等参画センター（リーブラ）になります。
電話：03-3456-4149
FAX：03-3456-1254 Eメール：libra@career-rise.co.jp
※詳しい情報の他、最新の情報は、リーブラのホームページでも発信しています。

掲載した講座などのくわしい情報は、ホームページで。

リーブラ

検索

２．講座案内（リーブラ主催、活動助成事業）
女性のための再就職・転職応援セミナー

思わず採用したくなる！
応募書類の書き方・出し方
講師：桑田 真理子さん
キャリアカウンセラー、女性労働協会認定講師（女性就業支援全国展開
事業 派遣）
「自分に価値あり！と思えなければ『採用して！』と売り込めません。書
類で上手に自分をプレゼンテーションするには、まず自分のことを大事に
思うことからです」

再就職や転職を目指すにあたって、書類の書き
方･出し方を知らないというだけで、損をしてい
ませんか？
今どきの応募書類作成はちょっとしたコツがあ
ります。履歴書選びから、職務経歴書に何を書く
べきかなど、目からウロコの講座です。さらに最
後の30分は個人で質問できる時間にしました。

■日時：２月18日（火）午前10:00～12:45
■定員：20名（申込 先着順）
■参加費：無料
■会場：リーブラ4階 集会室２.3
■対象：テーマに興味･関心のある女性の方
■申込：1月9日（木）から、講座名･氏名･住所･電話
番号を明記の上、電話FAX ･Eメール･リーブラ
窓口にて。
■保育：4ヶ月以上未就学児対象。定員あり、先着順。
２月6日（木）締切。

★☆ 「就活おしゃべりカフェ」も開催！ ☆★
3月16日（日）には、この講座の参加者の皆さんに、もう一度集まっていただき、就職活動や転職活動に
ついての情報交換ができる“就活おしゃべりカフェ”（希望者のみ）も開催します。
１人だと心細いけれど、仲間がどのような活動をされているのか、知ることで参考になるだけでなく、元
気ももらえて、頑張れますよ!!
平成25年度 リーブラ・活動助成事業
企画 みなと21：女の議会

著者が語る・話題の本講座

家庭（妻・母・嫁）と仕事だけで精いっぱい、「管理
職」なんて大変なだけ！「できる女は嫌われる？！」

多くの女性が長い期間にわたっ
て使用する生理用品。

それに働き続けるための制度も、周りの理解やサポー
トも足りない！政府が、『働くなでしこ大作戦』なんて
言ってるけど、その中身は？

身近な存在でありながら、あま
り知られてこなかった歴史を中心
に著者の方に語っていただく講座
です。
今回は、『生理用品の社会史』
（ミネルヴァ書房・2013年）の
著者・田中ひかるさんをお迎えま
す。

■講

師：大崎 麻子 さん
（関西学院大学客員教授）
■日 時：２月1日（土）午後1：30 ～ 4：00
■会 場：リーブラ 4階 集会室
■参加費：無 料
■対 象：テーマに興味・関心のある方
■定 員：40名（申込先着順受付）
■保 育：4ヶ月以上未就学児対象。定員あり、先着
順。1月28日（金）締切。
■手話・文字通訳：要問合せ

●申込・問合せ先● FAX・電話・Eメール
FAX：03-3472-5787
電話：080-3512-3710
Eメール：gem-minato@kif.biglobe.ne.jp
※本講座は、活動助成事業での実施となるため、講
座への申込およびお問合せ先は、りーブラではなく
企画団体（みなと21：女の議会）となります。

女性の社会進出を陰で支えてきた生理用品が、どの
ような役割を果たしながら発展し、それが社会全般に浸
透してきたのかをたどります。
■日 時：
■会 場：
■参加費：
■対 象：
■定 員：
■申 込：

２月17日（月） 午後7:00～9:00
リーブラ 4階 学習室C
無 料
テーマに興味・関心のある方
３0名（申込先着順）
講座名･氏名･住所･電話番号を明記の上、電
話･FAX･Eメール･リーブラ窓口にて。
■保 育： 4ヶ月以上未就学児対象。定員あり、先着
順。２月７日（金）締切。
■手話・文字通訳： １月31日（金）までにご相談く
ださい。

３．図書資料室 管理・運営方法の変更について

このたび、新施設への移転を控えて、リーブラ3階・図書資料
室の管理・運営方法を変更させていただきます。この変更にとも
ない、区民の皆さまに以下のことをお知らせいたします。
図書資料室をご利用いただいております来館者の皆さんには、
ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございませんが、ご理解とご協
力をいただきますようお願い申し上げます。

【図書分類法の変更】 NDC（日本十進分類法）の導入
図書資料の分類を、これまでの当センター独自におこなっていた分類から、日本十進法分類
（Nippon Decimal Classification：NDC）に切り替えます。現在の所蔵図書すべてを対象に、
2014年3月末頃までにNDC分類に変更となる予定です。
【NDCとは】
日本十進分類法のことで、日本で使用されている図書分類法のことです。
日本の図書館における「標準分類法」です。区内の公立図書館はすべてNDCを導入しているこ
となどから、同じ分類法で所蔵することによって、利用者の方が図書資料を見つけやすくなるなど、
利便性の向上をはかるものです。

【分類法の変更にともなう関連事項のお知らせ】
●図書の購入の一時休止
NDC分類へ切り替えるにあたり、以下の期間中は新たな図書の購
入は控えます（現行の独自分類とNDC分類の書類を同時期に行うこ
とを避けるため）。
下記期間中に購入予定であった図書資料は、平成26（2014）年
2月頃に購入する予定です。

【購入停止期間】平成25（2013）年11月
～ 平成26（2014）年1月

〔予定〕

●新着図書案内の一時中止
図書購入を一時的に停止するため、毎月発行している新着図
書案内のリーブラ便りへの掲載も一時休止とさせていただきま
す。
図書の購入を再開する、平成26（2014）年2月分から新着
図書案内の発行も再開する予定です。これまでの情報発信と異
なるため、ご迷惑をおかけいたしますがご了承ください。

【注意点】
•
他図書館の所蔵図書の貸出・返却等の窓口業務は、本件とは関わりなく対応いたします。
•
日本十進分類法は、新施設移転後も継続されます。
•
図書検索システム（OPAC）上の表記も、NDCに変更となります。
※上記の図書資料室に関する情報は、2013年12月時点のものです。今後変更となる可能性がございま
す。その際には改めて更新した情報を発信いたしますので、あらかじめご了承ください。

４．リーブラ相談室・心のサポートルーム便り
1月17日は、平成7年に発生した阪神・淡路大震
災を契機に設けられた「防災とボランティアの日」
です。災害時における自主的な防災活動についての
認識を深め、災害への備えの充実強化を図ることを
目的としています。
現在、東日本大震災の被災地では、時間の経過と
ともにボランティアも減少し、心理的問題をはじめ、
家族や夫婦、DVの問題が増加し、複雑化・多様化
の傾向が見られているといいます。

専門カウンセラーの一般相談
（電話・面接）
どのようなご相談でもお気
軽にご相談ください。
＜対象＞
どなたでもご利用できます。
火曜日 16:00 ～ 20:00
水曜日 10:00 ～ 16:00
金曜日 10:00 ～ 16:00
金曜日 18:00 ～ 21:00

防災の取り組みには、私たちの日常生活の中にも
男女共同参画の視点を取り入れることが必要です。
リーブラ相談室では、ひとりひとりのご相談を丁寧
にうかがい、男女平等参画の視点をもってご一緒に
考えてまいります。

５．よのなかの見方＠リーブラ

弁護士の法律相談
（面接・月1回）
ご希望によりカウンセ
ラーが同席し、サポート
を行っています。
＜対象＞

港区在住･在勤･在学の
方で一般相談(面談)を
利用されている方。

くわしくは、相談室専用
電話にてお尋ねください。

☎ ０３－３４５６－５７７１ （相談室専用電話）

～

この指先に安全が託されている ～

昨年の８～９月、首都圏の地下鉄の車両ドア上モニターで、忘れがたいあ
る企業ＣＭに出会いました。タイトルは「安心。安全。メトロの目。＃３車
掌篇」。
調べたところ、このＣＭはシリーズの中の1篇でした。一貫して描かれてい
るのは乗客の安全を支える地下鉄職員のプロ意識の高さです。
前2篇では、人知れず車両整備や坑内点検などにあたる姿が、幸せそうに行
きかう利用客の映像の挿入によって一層際立ち、ハードボイルドな存在とし
て描かれています。
さて「＃３車掌篇」では乗客の描かれ方が微妙に変化します。場面は人の往来するプラットホーム。乗り
降りする乗客。そして淀みない動作で安全確認をする車掌の姿。次に映るのはホームを歩く3人の高校生。
その中の一人が何かに気付いた様子で、車上の車掌の姿をしっかりと目で追うのです。
再び画面は真剣な眼差しの車掌の顏がアップになり、発車していく車両と「安全。安心。メトロの目。」
のタイトルで終わります。登場した車掌の真摯に働く凛とした姿、それに気付く高校生の眼差しに胸が熱く
なりました。
普段、当たり前と思っている安全が、実はそれを使命として担うプロの技で維持され、私たちの安心を支
えてくれていること。そしてそうした存在そのものが、次世代のロールモデルになりうること。
職場であれ家庭であれ、普段こうした存在が意識されることは少ないものです。しかし、このＣＭでは、
彼女の使命に対する姿勢が次世代の女性に理解され、未来へとつながっていく予感を描き、まるで映画を
30秒に圧縮したかのよう。そう、「＃３車掌篇」は、車掌･高校生とも女性なのでした。

年末年始休暇は、12月29日（日）～1月3日（金）です。年初は 2014年1月4日
（土）9時より通常営業となります。
なお、今年最初の施設点検等による臨時休館日は、2月2日（日）です。入館できませんので、ご注意くださ
い。また、平成26年度（4月以降）の臨時休館日については、決まり次第、リーブラ便りの他、リーブラの
ホームページでも情報を発信いたします。
●休館日情報●

発行元
住所
TEL
FAX
HP
施設利用時間
窓口受付時間

港区立男女平等参画センター リーブラ
〒108-0023 港区芝浦３－１－４７
０３－３４５６－４１４９
０３－３４５６－１２５４
http://www.minatolibra.jp/
月 ～ 土 曜 日 ９：００～２１：３０
日
曜
日 ９：００～１７：００
＊祝祭日は、曜日通りの開館です。
月 ～ 土 曜 日 ９：００～２０：００
日
曜
日 ９：００～１６：００
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