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１．9/26（木）～10/1（火） リーブラ ･ 臨時休館のお知らせ 

 このたび、スポーツ祭東京2013（第68回国民体育大会・第13回全国障害者スポーツ大会）の開催に伴い、
港区では、9月29日（日）～10月1日（火）まで港区スポーツセンターにおいて「第68回国民体育大会なぎ
なた競技会」が開催されます。 
 この準備･開催のため、男女平等参画センターは下記日程のとおり臨時休館とさせていただきます。３～５階
には立ち入ることができません。ご利用者の皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い
いたします。 

【臨時休館日程】   平成25年 9月26日（木） ～ 10月１日（火） 

●施設利用･受付窓口に関する注意点 
• 抽選申し込み（2013年12月分、2014年1月

分）代行入力…9月25日（水）のみとなります。 
• 抽選申込申請…9月20日（金）～24日（火）で

受け付けます。 
• 当選分（2013年12月分、2014年1月分）の支

払期間…10月2日（水）から10月10日（木）と
いたします。 

• 随時施設予約は「施設予約システム」をご利用く
ださい。 

●事業･講座に関する注意点 
• 参加を希望される講座の申込受付期間が、このたび

の臨時休館期間にあたる場合は、以下の点にご注意
ください。 

• 休館となるため電話は通じません。窓口での受付も
行いません。 

• ＦＡＸ、Ｅメールでのお申込みは可能ですが、受領
確認および参加の可否に関するリーブラからの返信
は、10月2日（水）以降となります。 
 

 なお、「なぎなた競技会」開催期間中（9/29～10/1）は、道路
全面にテントを設置し、東日本大震災の被災地復興支援物産展や飲
食ブースの出店をします。なぎなた競技をご覧いただくとともに、
おもてなし広場にもお越しください。 
 臨時休館について、ご質問やご不明な点がございましたら、事務
局までお問い合わせください。 
 
【電話】 03-3456-4149 （臨時休館中は通じません） 
【ホームページ】http://www.minatolibra.jp 

●図書の貸出について 
• 休館中は、当館窓口での貸出･返却はできません。 

自動車等の 



 いつも仕事中心の毎日だけれど、もっと子どもと関わりたい！  
 どんな遊びをしたら、子どもが喜ぶか知りたい！  
 そんなパパと子どものための子育て講座です。 
 カナダの子育て支援プログラム「ノーバディズ･パーフェクト」をもとに、育児のコツ、夫婦の 
 より良い関わり方を学び、第3回は親子で絵本の読み聞かせを楽しみます。 

２．講座案内（リーブラ主催） 

パパ力がつく！ラク楽育児講座  （３回連続講座） 

■日 時：10月13日（日）･27日（日）…10：00～12：00 
     11月4日（月･祝）…10：30～12：00 
■講 師：第1回、第2回 永田陽子（ながた･ようこ）さん（臨床心理士） 
     第3回 吉田大樹（よしだ･ひろき）さん（NPO法人ファザーリング･ジャパン代表理事） 
■定 員：父子15組（申込先着順） 
■対 象：１歳以上３歳以下のお子さんと父親。第3回はそのご家族もＯＫ。 
■参加費：無料 
■申 込：電話･FAX･Eメール･リーブラ窓口にて、9月11日（水）より受付。 
     参加する父親･子どもの名前（ふりがな）、住所、電話番号を明記のこと。 
■保 育：第1回と第2回のみ。1歳以上未就学児対象、定員あり。先着受付。10月3日（木）締切。  
         保育の時間帯が第1回と第2回で異なるのでご注意ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 申込みは 
9/11（水） 
からです！  

第１回 10月13日（日）  
10：00～12：00 

『世界でたった一つの 
      手作りおもちゃ』 

講師の子育てについての講義を
聴き、身近にある素材で、パパ
が一工夫したおもちゃを作りま
す。完成した後は、お子さんを
保育から迎えに行き、一緒にお
もちゃで遊びます。    

【保育：10：00～11：30】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２回 10月27日（日）   
10：00～12：00 

『パパと語ろう！』 

講師から子どもの発達や父性性
と母性性、子育てのコツについ
て学び、その後父親同士で懇談
し、交流を深めます。 

【保育：10：00～12：00】 

第３回 11月4日（月･祝）  
10：30～12：00 

『パパといっしょ！絵本といっ
しょ！』 （公開講座） 

絵本の読み聞かせを親子、家族
で楽しみながら、子育て、絵本
の選び方についてのお話を講師
からお聞きします。ママもおば
あちゃん、おじいちゃんも参加
できます。 

【保育なし】 

ヂカラ ラク 

女性の視点をいかす地域防災～被災地の経験を地域の実践へ～ 

 東日本大震災の経験を受け、「港区地域防災計画」は女性の視点が反映されたものに修正されました。
みなさんの日々の防災に、こうした視点はどのようにいかされていますか。 
 

 震災から２年半が過ぎた今、「女性の視点」が被災地で当時でどのようにいかされ、現在の防災活動に
つながっているのか。また、それぞれの地域で女性の視点をいかした防災活動を実践していくためにはど
うしたらよいのかを、改めて一緒に考えてみませんか。 
 

 講師の宗片さんが代表理事を務める「イコールネット仙台」は、男女共同参画社会の実現を目指し、幅
広く活動している団体です。2008年には仙台市の女性を対象に「災害時における女性のニーズ調査」を
実施しています。東日本大震災後には避難所の女性の洗濯を代行する「せんたくネット」の活動や、宮城
県内の3000人の女性を対象にしたアンケート調査や、40人の女性への聞き取り調査などを行っています。 
 

 講座では、宗片さんのお話を聞いた後で、ワークショップ「地域で女性防災リーダーが活躍するため
に」を行います。たくさんの方の参加をお待ちしています。 

■日 時：11月２日（土）14：00～17：00 
■講 師：宗片恵美子（むなかた･えみこ）さん 
     （NPO法人 イコールネット仙台代表理事、 
      内閣府中央防災会議専門調査委員、内閣府男女共同参画会議議員） 
■会 場：リーブラ ４階 集会室 
■定 員：40名（申込先着順） 
■対 象：地域の防災に関心のある方ならどなたでも 
■参加費：無料 
■申 込：電話･FAX･Eメール･リーブラ窓口にて、９月17日（火）より受付 
■保 育：4ヶ月以上未就学児対象。定員あり、先着受付。10月18日（金）締切。 

※ お申込みに際しては、臨時休館期間にご注意ください。 



 男女平等参画推進につながる夢や思いのこもった企画
をリーブラの助成事業で実現してみませんか？ 
 

 この事業は、やってみたい行事･実現したい企画を持つ 
団体や個人から企画を募集し、その効果や将来性などが
認められた企画に対して、リーブラが支援や助成を行う
ものです。今年度は、合計7企画が採用され、区民向け
講座として実施されています。 
 

 区民の力で推進される男女平等参画の企画は、多彩な
切り口とユニークな手法で、参画推進につながる力を秘
めています。そうした事業企画の応募をお待ちしており
ます。 
 
 詳細は、主にリーブラ館内に配架、およびホームペー
ジに掲載する募集要項をご確認ください（9月中旬ころ
に公表予定）。 

 港区では9月29日から10月1日まで、国民体育大会のなぎなた競技が行われます。港区がなぎなた会場
に選ばれたのは、昭和37年、区内になぎなた同好会が結成されて以来、港区が都内におけるなぎなた競技
の発祥の地だからです。 
 なぎなたは「女性の武道」でもあります。戦闘がない時代も女性の嗜みとして伝えられてきました。現在
も指導者の多くは女性です。 
 スポーツ界におけるリーダーシップはほとんど男性が握っているといってよいでしょう。ところがなぎな
た界（だけ）は、全国レベルの中央組織の役員の大半を女性が占めています。専門家によると、全国的なス
ポーツ組織において、女性役員数が男性役員数を上回るのは「全日本なぎなた連盟」だけです。2番目に女
性役員の多い「日本グランド･ゴルフ協会」、3番目の「日本エアロビック連盟」であっても、女性役員の
割合は3割にとどきません。 
 日本人男女が好きな「見るスポーツ」のトップはプロ野球、第2位は高校野球ですが「日本野球連盟」、
「日本高等学校野球連盟」に女性役員はいません。「日本なぎなた連盟」における女性のリーダーシップは
大変貴重なものといえましょう。現在は、男性のなぎなた競技者も増え、海外にも広がっています。 
 国体のなぎなた競技は、港区スポーツセンターで行われます。港区立男女平等参画センターの隣で開催さ
れるなぎなた競技に、職員として少しばかり興奮しています。 

発行日：２０１３年８月22日   

４．平成26年度 団体育成事業･ 
活動助成事業 企画募集のご案内 

発行元 港区立男女平等参画センター リーブラ 
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施設利用時間 

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。 

窓口受付時間 
月 ～ 土 曜 日 ９：００～２０：００ 

日     曜      日  ９：００～１６：００ 

心のサポートルーム便り 
５．リーブラ相談室      

●休館日情報● リーブラの次の休館日は、9月８日（日）です。その次が９月26日（木）～10月1日（火）です。 

６．男女平等参画情報 ～なぎなた～ 

 リーブラ相談室では昨年8月から月1回、弁護士によ
る無料法律相談（面談）を開設し、離婚･親･遺産相
続･労働･金銭･DV･ストーカー･性暴力･セクシュアル
ハラスメントなど、さまざまな相談を受け付けていま
す。また、都内の男女平等参画センターでは初めて 
相談者のご希望があれば、法律相談へのカウンセラー
の同席や、相談後のフォロー相談も行っています。ご
利用された方から、大変好評をいただいております。 
 法律相談のお申込みは、まずは相談室専用電話へご
連絡ください。法律相談前に、一般相談の面談を1度
行った後、ご予約申し込みを受け付けております。 

・一般相談は、電話相談と面接相談があります。 
・面接相談はご予約ください。     
・法律相談は、一般相談の面接相談をご利用されている方に 
 ご利用いただけます。 

専門カウンセラーの一般相談 
   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 

 ＜対象＞ 
 どなたでもご利用できます。  

  弁護士の法律相談  
  

＜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）         

【説明会のご案内】 
 企画応募にあたって、重要なお知らせもあります。   
 応募を検討される方は、必ずご出席ください。 
●10月4日（金）10：00～11：00  
        リーブラ 3階 学習室Ｅ 
●10月8日（火）19：00～20：00   
        リーブラ ４階 学習室Ｃ 
※説明内容は同じです。いずれかにご出席ください。 
※施設移転、条例の改正、事業目的、採用者への期

待する点などをお話いたします。 


