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とちぎ男女共同参画推進情報誌
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パルティ

特集

コロナ禍の孤立によりそう

…2
講座・イベント

れぽ～と

相談ルームから
情報ライブラリーから
ち・い・き

Pick up!

令和４年度前期講座案内
インフォメーション

パルティとは？
Participacion（スペイン語）から引用された、
とちぎ男女共同参画センターの愛称です。
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コロナ禍の孤立によりそう

長期化する新型コロナウイルス感染症により、女性や子どもたちの貧困や孤立が深刻化しています。
孤立のSOSの声を聞き、よりそい、支援を届けている県内の団体を紹介します。

NPO 法人

そらいろコアラ

妊娠や出産、子育てに関する相談事業をおこなっている「そら
いろコアラ」には、中心となる二つの事業があります。
一つめの 24 時間受付の無料 LINE 相談窓口「コア LINE」では、
助産師などの多職種の相談員が、妊娠や出産、育児にまつわる相
談に対応しています。コロナによる休校期間後、全国的にも 10 代
の妊娠相談が急増しています。「コア LINE」でも、寄せられる相
談のうち 6 割が 10 代 20 代からの相談です。二つめの、妊産婦と
赤ちゃん、子どもたちの居場所「そらいろポケット」では、妊産
婦が安らげる居場所を設けて、育児相談や必要物資の提供を行っ
たり、居場所が必要な子どもたちには、食事や遊び、学習、入浴
▲「そらいろポケット」オープン時
の支援を行ったりしています。他にも、SNS での情報発信、性教
シャボン玉あそび
育事業、子ども食堂（コロナ禍は、月 1 回、弁当のお持ち帰りで
対応）、双子など多胎児の妊娠・育児家庭のニーズ調査などを行っ
ています。
よ も ぎ
共同代表理事の鳥飼蓬子さんは、大学時代からボランティアとして虐待や育児放棄など家庭環境に支援が必要な子
どもたちと関わる中で、虐待の連鎖を止めるために何ができるかと思い立ち、妊娠から子育て期の SOS をキャッチで
きる仕組みをつくろうと「そらいろコアラ」を立ち上げました。「夜間や休日にも、気軽に LINE で相談できることが『コ
ア LINE』の強みです。まずは、窓口を気軽に活用してほしい。どういう
形でも良いから支援につながってほしい」と鳥飼さんは、呼びかけてい
ます。
＊連絡先 メール sora.iro.koala.npo@gmail.com
コアLINE
LINEID @610seylk

妊 娠 の 悩 み 相 談 窓 口

に ん し んＳＯＳと ち ぎ
思いがけない妊娠で悩んでいる方やそのパートナー、家族の方などが、安
心して相談できる県の窓口が、2021年11月からはじまりました。
専門の研修を受けた助産師が、電話相談とホームページからのメール相談
に、その方の置かれている状況やお気持ちに寄り添いながら対応します。

電話相談
火曜日

050-5526-4662
午前10時～午後２時

メール相談

土曜日

午後２時～６時

24時間受付 ※原則、電話相談日に返信

ninshin-sos-tochigi.com
(URLにアクセス後、相談フォームに入力）

◀にんしんSOSとちぎ
ホームページ

妊 娠 し た か も し れ ない、ど う し よう・・・
避妊に失敗した・・・
困った…

妊娠したかも・・・
不安…

生理がこない・・・

誰にも相談できない
怖い…

産みたいけどお金がない
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助けて…

どうしたらいいかわからない

そらいろポケット
LINEID @878ejivi

生理用品配布の動き
2021年6月頃から、経済的な
理由で生理用品の購入を控えて
いる方を支援するため、県、各
市町の窓口で無償配布が始まり
ました。パルティの窓口でも無
償配布を行っています。配布す
る生理用品は、善意の方々から
の寄付によるものです。パルテ
ィ内の女性用トイレ等に設置し
てある意思表示カードを窓口に
お持ちください。女性職員から
お渡しします。なお、無くなり
しだい終了となります。

NPO 法人

ぱんだのしっぽ

理事長の小川達也さんは、2018 年からひとり親家庭に食材を届
ける「こども宅食」を始め、2020 年 10 月に本 NPO を立ち上げ
ました。ご自身もシングルファーザーとして子育てされた際、地
域の方からサポートを受けた経験から、この活動を始めました。
ひとり親家庭や生活が厳しい子育て家庭に、食材や日用品（おむつ、
ミルク等）を無償で届けています。定期的な宅食で信頼関係を築き、
悩みによりそい、各家庭の困窮の現状を把握します。「コロナ禍で
シフトが無くなったシングルマザーは食費を削るしかない。
『明日、
食べるものがない』等の緊急 SOS が増えました。行政への受給申
請もサポートします。ネグレクトなど児童虐待が疑われる家庭の

▲心をこめて食材の仕分け・配送準備

子や、病気の親を世話するヤングケアラーの子たちへの支援にも
力を入れています」。24 時間 365 日、電話や LINE で相談を受け
付けます。
食材は寄付や助成金で賄います。約 10 名のスタッフやボランティアと仕分け・配送の準備をして届けます。宅食
（15kg）は毎月、宇都宮市内の約 30 世帯を訪問。市外（栃木県内）の約 30 世帯や、全国からの SOS には宅配で送
付します。他にも、入学・進学時に制服・学用品（リユース品）を届けたり、夏休みに子どもたちにキャンプ体験を
提供する事業も行っています。「今後は、アウトリーチの強化、こども宅食の普及、対象エリアの拡大、外国人への宅
食などに取り組みます。ひとりで悩み苦しまないで、必ずつながってほしい」と話します。
連絡先

電話

090-8565-7830（24 時間 365 日）

◀ぱんだのしっぽ
ホームページ

とちぎきょうだい会
「とちぎきょうだい会」とは、障害のある兄弟、姉妹のいる「き
ょうだい」のための自助団体です。
代表の仲田海人さんは、小学生から精神疾患のある姉のケアを
してきました。まさに、
「幼き介護者＝ヤングケアラー」でした。
ヤングケアラーについては、「学業や進学に影響が出る」「自分が
やりたい事の制限が起こる」などその問題性が強く指摘されてい
ます。思春期・成人後も「進路の相談も介護で忙しい親にはでき
ない」「就職は地元に戻らないといけないのかな」「この状況で結
婚は出来るの？」など悩みは続きます。
会では、2 か月に 1 回ほど（コロナ禍は、オンラインで）集い
と学習会を行い、参加者が胸に秘めてきた思いや体験を共有して
▲オンラインでの「集い」のようす
います。学習会では、「きょうだい」以外にも支援者や興味のある
方の参加も受け入れています。また、仲田さんは、「とちぎきょう
だい会」とは別に自身の経験を基に「那須塩原市ヤングケアラー協議会」※として連携して支援体制づくりや啓発活動
にも力を入れています。ヤングケアラーという存在を知ってもらうため中学、高校に赴き講演なども行っています。
仲田さんは「夫婦共働きなど昔と違って社会の構造が違ってきている。ケアを家族だけに限定する捉え方をアップデ
ートしてほしい。そして、ケアラーの方には自分自身が後悔しない生き方をしてほしい」とメッセージを送っています。
連絡先

とちぎきょうだい会メール tochigikyoudai@yahoo.co.jp
仲田海人メール Kaito_nakata014@yahoo.co.jp ・詳しい活動日程は、公式 Facebook 等をご覧ください。

※那須塩原市ヤングケアラー協議会
官民連携で、スクールソーシャルワーカー、自治会、社会福祉協議会、地域包括支援センター、一般市民が相談業務と啓発活動な
どを行っている。ヤングケアラーに限らず病気や障害のある家族の介護や世話をするケアラー全般を対象に、LINE による 24 時間体
制の相談を受けている。

特集
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講座・イベントれぽ～と
イクメン応援講座第2回「親子で楽しく♪パパと子どものわくわく体操あそび」 ９月
パパが子どもと遊ぶコツを学ぶため、幼稚園などを運営するとちぎYMCAの方を
講師に迎え、オンラインで体操あそびや絵本ライブを楽しみました。「動物園へ行こ
う！」をコンセプトに、動物に見立てた親子体操を多数行い、とても盛り上がりまし
た。受講生からは「YouTube等でも運動できるが、ライブで子どもも大人も臨場感
があって楽しくできた」などの感想が寄せられました。

▲画面越しで一緒に体操遊び

男女共同参画セミナー公開講座2021

９月

9月10日（金）に、「ピンチをチャンスに変える方法～人生は『想定外』でできてい
る～」と題して、株式会社サンリオエンターテイメント代表取締役社長の小巻亜矢氏
の講座をオンラインで開催しました。
受講者からは、「自分の心と体を大切にしつつ、思い込みに捉われず、何事にもな
んとかなる精神でチャレンジしてみようと思いました」等の感想が寄せられました。

男性のワーク・ライフ・バランス講座

▲オンライン講演をされた小巻氏

第1回

12月

12月18日（土）に、「ライフシフトは楽しい！～人生100年時代のライフキャリア
をデザインする～」と題して、NPO法人ファザーリング・ジャパン ファウンダー/
代表理事の安藤哲也氏の講座をオンラインで開催しました。
受講者からは、「100年人生と男女共同参画、そして自分自身の現在位置と将来を
考える上で、大変有意義でした」等の感想が寄せられました。

男女共同参画スキルアップ講座

▲オンライン講演をされた安藤氏

第3回

１月

「自分たちが地域を守る！みんなの防災講座」と題して、仙台市地域防災リーダー
（SBL）大内幸子氏の講座をオンデマンド配信で開催しました。
大内氏からは、「いずれは『女性の視点での防災』という言葉がなくなり、男女で
互いの視点を尊重し、補い合う、そんな防災が理想である」とのお話をいただき、防
災の在り方について、認識を深めることができました。

▲オンデマンド配信された大内氏

とちぎ女性活躍応援フォーラム2021

１月

１月25日（火）、女性の活躍や働き方改革の推進を目的として、「とちぎ女性活
躍応援フォーラム2021」がオンラインにて開催されました。
フォーラムでは、「男女生き活き企業」表彰の受賞企業である関綜エンジニアリン
グ株式会社から、有給の特別休暇を創設するなど全社員の家庭状況に応じた支援体制
整備の取組等について発表が行われました。

▲事例発表

また、講演では、積水ハウス株式会社ESG経営推進本部ダイバーシティ推進部部長
の森本泰弘氏から、「男性育休がダイバーシティに与える価値とは～積水ハウスの男
性育休取得促進の取組から～」と題し、社内での男性育休の取得促進に向けた取組等
をお話いただきました。
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講座・イベントれぽ〜と

▲講演

のお気持ちを聴かせていただけませんか。一緒に考

お互いの気持ち
人は、生きる中で様々な人や出来事に出会い、時に

え、お気持ちを受け止め、寄り添えたら･･･あなたのご
相談をお待ちしております。
お問合せ

※いずれも祝休日・年末年始はお休みです。

はぶつかります。傷ついたり、怒りを覚えたり、悲し
みを感じたりといった様々な感情を経験すると共に、
時には人を傷つけてしまうこともあるでしょう。ま
た、御自身の気持ちをうまく相手に伝えることが出来
ずコミュニケーションに困難を感じたり、過去に心が
囚われてしまったりすることもあります。
そのような時、一人で考える時間を持つことも方法
の一つですが、誰かに気持ちを吐き出し、聴いてもら
うことで、心の器にスペースができ、少し違う景色が
見えてくるかもしれません。そして、相手の気持ちと
自分の気持ちの両方とも大切だと気がついたならば、
お互いの気持ちがぶつからない程よい距離が見つか
り、自分の気持ちを少し落ち着かせることができるで
しょう。
心配や不安で押しつぶされそうな時や身動きが取れ
ず苦しい気持ちから抜け出せない時、自分を責める気
持ちが拭えない時など、是非、私たち相談ルームにそ

☎028-665-8720
◆女性のための一般相談
電話

月曜日～日曜日

9:00～16:00

面接

火曜日～日曜日

9:00～16:00（予約制）

◆配偶者暴力相談
電話
面接

月曜日～金曜日

9:00～20:00

土曜日・日曜日

9:00～16:00

火曜日～日曜日

9:00～16:00（予約制）

◆法律相談（面接）
毎月第2・第４木曜日

13:30～15:30（予約制）

◆DV法律相談（面接）
日時はお問合せください（予約制）
◆女性のための健康相談（面接）
毎月 第１木曜日 16:30～18:30（予約制）
…………………………………………………………………
☎028-665-8724
◆男性のための電話相談
毎週

月曜日・水曜日

17:30～19:30

不妊専門相談センターから ～悩んでいる方の力になりたい：ピアサポーター～
何か困難に遭遇した時や予期せぬ状況に陥った時、

あるピアサポーターに期待される役割は大きく、今年

孤独や絶望を感じ、なぜ自分だけがこんな状況にある

度、厚生労働省によるピアサポーターの養成講座も行

のかと悲観的に感じることは誰しも経験があるのでは

われました。

ないでしょうか。

自分の経験を活かし、支える側になりたい、決して

不妊症や不育症で悩んでいる方の中にも、治療への

一人ではないということを感じて欲しい、サポートへ

迷いや仕事との両立、パートナーや周囲との人間関係

の架け橋になりたい等、サポーターの活動についての

などの悩みを誰にも打ち開けられず、一人で抱え込

情報をご希望される方は当センターにご連絡ください。

み、孤独を感じている方が少なくありません。
「ピア」とは同じ立場の仲間という意味ですが、
「ピアサポーター」は今悩んでいる方やかつて同じ経
験をした方だけでなく、その悩みを理解し、悩んでい

お問合せ

※いずれも祝休日・年末年始はお休みです。

●助産師による相談

る方の支援を行う人を指します。様々な立場にあって

火曜日～土曜日・第４日曜日

も、悩んでいる方を支えたい、力になりたいと思う気

10時～12時30分、13時30分～16時

持ちは同じです。
深い悩みと孤独感を抱える中、気軽に相談できるピ

●医師による相談：毎月1回(要予約)
詳細はお問い合わせください。

アサポーターに話を聞いてもらうことは、気持ちを整

専用電話：028－665－8099

理できたり、自分の持っている力や強みに気づくきっ

Ｅメール相談：funin.fuiku-soudan@air.ocn.ne.jp

かけになります。悩みの解決に向け、身近な支援者で

ホームページ: https://www.parti.jp/funin/

相談ルームから
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パルティの情報ライブラリーから

本の紹介

パルティには約 23,000 冊の図書があり、貸出して
います。ホームページからも検索・予約ができます。
ぜひご利用ください。

「こどもジェンダー」
シオリーヌ（大貫詩織）【著】(ワニブックス)
「オトコノコなのにプリンセスをすきなのは、へん？」「オンナノコらしくって、なに？」いま、子供といっしょ
に考えたい！ＬＧＢＴＱ +、ルッキズム、ホモソーシャルのこと。助産師 / 性教育 YouTuber として活躍する
シオリーヌが伝える、ジェンダー・セクシュアリティにまつわる 36 の質問。

「女たちのポリティクス台頭する

世界の女性政治家たち」

ブレイディみかこ【著】（幻冬舎）
近年、世界中で多くの女性指導者が生まれている。政治という究極の「男社会」で、彼女たちはどのように闘い、
上り詰めていったのか。その政治的手腕を激動の世界情勢と共に解き明かす。フェミニズムの機運高まる中「女
たちのポリティクス」はどう在るべきか。その未来も照らす 1 冊。

「早く絶版になってほしい＃駄言辞典」
日経ⅹｗｏｍａｎ【編】（日経ＢＰ）
心を打つ「名言」があるように、心をくじく「駄言」（だげん）もあります。これは、そんな滅びるべき駄言
を集めた辞典です。
駄言を言う人が思いとどまり、駄言を言われた人が「それ駄言ですよ」と言える世の中にするために。すべ
ての人が自分らしく生きられる世の中にするために。「絶版」を目指して、つくりました。

元認定NPO法人サバイバルネット・ライフ理事長の仲村久代さんが
「男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰」を受賞！
元認定NPO法人サバイバルネット・ライフ理事長の
仲村久代さんが令和3年6月29日に「男女共同参画社会
づくり功労者内閣総理大臣表彰」を受賞しました。表彰
状の伝達は、新型コロナウイルス感染症の影響により、
栃木県庁で行われました。
DV被害者をはじめ、困難を抱える女性や子どもに対
する相談から自立支援、啓発活動に至る幅広い活動が評
価されました。
仲村さんは、平成8年からDV被害者支援に携わり、
平成18年には「サバイバルネット・ライフ」を設立、
その後困難を抱える女性や子どもの支援へと活動の幅を
広げました。平成23年には認定NPO法人化し、その活
動は相談や買い物支援、離婚調停の送迎、DV被害女性
のための自助グループ「マイセルフ」や子どもの生活を

支援する「シリウス」の運営など地域に根ざした多岐に
わたるものでした。
高齢化や人手不足の問題から平成31年に法人は解散
しましたが、現在も個人でDV被害者等の痛みに寄り
添った、きめ細やかな支援を続けています。

「フェスタinパルティ2021オンライン」を開催しました
今年のフェスタも感染症拡大防止のため、オンラインで開催しました。
11月10日～21日の間、団体によるオンラインワークショップ・録画動画
配信・Webパネル展示を発表し交流を深めました。テーマは、女性活躍推
進、子育て、暴力防止、心と体の健康など多岐にわたりました。参加者から
は、「多様な活動団体がいることに驚いた」、「子育て座談会で同じ悩みを共
有できた」、「おうち性教育など興味深かった」などの声が寄せられました。
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情報ライブラリーから／ち・い・き Pick up!

▲産 後のママたちによるワークショップ

ヶ

令和４年度

（2022）

前期講座のご案内

（満6ヶ月～未就学児）

※4月2日（土）より受付スタート。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座が中止・延期・内容変更・オンライン開催になることがございます。

NO.1～NO.5

お申込み・お問い合わせは→
NO.

講

座

名

男女共同参画セミナー
1
とちぎ県民のつどい

栃木県とちぎ男女共同参画センター
TEL：028-665-8323 FAX：028-665-8325

講 師
順天堂大学女性スポーツ
研究センター長
小笠原 悦子
①国立女性教育会館
事業課専門職員
丹羽 麻子

2

男女共同参画
スキルアップ講座

3

とちぎウーマン
応援塾

詳細はHP

4

キャリア・
マネジメント講座

詳細はHP

5

男女共同参画セミナー
公開講座2022

(一社)アンコンシャスバイ
アス研究所
代表理事 守屋 智敬

助産師による相談会
不妊専門相談センター
6 お申込みは不妊相談センターまで
相談員
028-665-8099

NO.7～NO.17

お申込み・お問い合わせは→
NO.

座

名

イクメン応援講座

マドレボニータの

10「産後の心と体の

9/15(木)
13：30〜15：30

女性と子どものための護身術

親子のための護身術
女性と子どものための護身術

13 ～WEN-DO～

女性のための護身術

対

象

参加費

申込締切

無料

7/1(金)

地域で男女共同
参画を推進するこ 各回24名
とに意欲のある方

無料

①7/12(火)
②後期

地域・社会活動に
20名程度
意欲のある女性

無料

6/17 (金)

どなたでも

定

員

80名

8/4(木)
10:00～15:00

①認定NPO法人マドレボニー
①7/23(土)
タ 産後セルフケアインスト
10：00～12：00
ラクター 吉田 紫磨子
②9/3(土)
②公益財団法人とちぎYMCA
10：00～11：30
③「おうち性教育はじめます」
③9/24(土)
（KADOKAWA）
著者
10：00～12：00
村瀬 幸浩

5,000円

6/10(金)

どなたでも

150名

無料

9/7(水)

Zoomを使用した
オンライン講座

無料

各回前日

詳細は
講座案内
又はHPにて

参加費

申込締切

その他

対

象

定

員

女性

各回
15名

各回
500円

各回
前日

防災に関心の
ある方

40名

無料

7/5(火)

無料

①6/28(火)
②8/3(水)
③8/24(水)

①子育て中・出産を
予定しているカップ
ル、子育て支援者等
②父子※ママの参 ①30名
加も可
（夫婦15組）
③３歳～１０歳くらい ②③30名
まで の 子を持 つ パ
パ、子育て支援者等
※ママの参加も可

①7/7(木)
②7/14(木)
10:00～12:00

産後2ヶ月以降
の女性
（産後は
何年までも）

14名

2,000円

6/9
（木）

①10/6(木)
②10/13(木)
10:00～12:00

産後2ヶ月以降
の女性
（産後は
何年までも）

14名

2,000円

9/6(火)

リアライズYOKOHAMA
代表 橋本 明子

8/27(土)
10:00～12:00

小学校１～3年生
の児童と女性の
保護者

10組
20名

リアライズYOKOHAMA
代表 橋本 明子

8/27(土)
13:30～15:30

小学校4年生以
上の女性

20名

認定NPO法人マドレボニータ
産後セルフケアインストラクター
小嶋 千恵

女性のためのファイナン
5/27(金)～
栃木県ファイナンシャル・プラ
8/26(金)
女性
シャル・プランニング
ンナーズ協同組合
10:00～12:00
技能検定３級 試験準備講座
エクセル・ワード基礎編
6/8(水)～6/17(金) マウス操作と文字
15
パソコンインストラクター
10:00～12:00 入力が可能な方
平日コース
（初級）
14

16

エクセル・ワード基礎編
土曜コース
（初級）

パソコンインストラクター

17

エクセル
ステップアップ
（中級）

パソコンインストラクター

会場
①日光市
大沢公民館

24名

（公財)とちぎ男女共同参画財団
TEL：028-665-7706 FAX：028-665-7722
日 時
6/23(木)～
1/12(木)
10:00～12:00

その他

企業等で活躍が
期待される女性

①6/18(土) ②9/25(日) 不妊に関連した
各回
③12/17(土)④2/26(日) 悩みをもつ方
10名程度
及びご家族
各回13：30〜15：30

セルフケア」7月コース
マドレボニータの
認定NPO法人マドレボニータ
11「産後の心と体の
産後セルフケアインストラクター
セルフケア」10月コース 小嶋 千恵
12 ～WEN-DO～

時

①7/20
（水）
13：30～15：30
②後期
①7/16(土)②8/6(土)
③8/20(土)④9/15(木)
⑤10/22(土)⑥11/5(土)
①7/1(金) ②7/15(金)
③8/19(金)④9/15(木)
⑤10/14(金)⑥12/19(月)

講 師
認定Ｎ
Ｐ
Ｏ法人ウイメンズハウ
女性のための
スとちぎ カウンセラー
7
こころのケア講座
藤平 裕子
静岡大学教育学部／同防災総
パルティ防災フォーラム
8
合センター 教授
～みんなにやさしい避難所づくり～ 池田 恵子

9

講

日

7/9(土)
13：15～15：30

9/10(土) 9/17(土)
マウス操作と文字
9/24(土)
入力が可能な方
10:00～15:00
基礎編修了者、または
10/8
（土）
エクセルの基本（四則
10/15
（土）
演算・SUM関数など）
10:00～15：00
を理解している方

小人
500円
大人
1,000円
小・中・高
500円
大人
1,000円

7/27(水)

7/27(水)

30名

14,000円

5/6(金)

別途教材費
５,９００円程度

20名

7,000円

5/10(火)

別途教材費
２,２００円程度

20名

7,000円

8/2(火)

別途教材費
２,２００円程度

20名

5,000円

9/13(火)

別途教材費
1,100円程度

HP・TEL・FAX・直接のご来館でも受け付けております。
上記は講座内容の抜粋です。詳しい講座内容については、パルティ・公共機関で配布している
「講座案内
（A３サイズ）
」
や各講座チラシでご確認ください
（ホームページでもご覧になれます）
。
新型コロナウイルス感染症対策についてはホームページをご確認ください。

https://www.parti.jp/
パルティ

検索

令和 4 年度 前期講座案内
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インフォメーション

男女共同参画社会を考える
“とちぎ県民のつどい”講演会

～性的マイノリティに関する電話相談～

とちぎにじいろダイヤル

7月9日
（土）
13：15～15：30
（開場12：30）
とちぎ男女共同参画センター パルティホール
テーマ
講

師

スポーツから考えるジェンダー平等
～女性リーダーの役割～
順天堂大学
女性スポーツ研究センター長 小笠原

専門相談員が性的指向や性自認に関する様々な悩
みや不安などの相談に応じます。
ご本人だけでなく、ご家族やご友人などからの相
談もお受けします。お気軽にご相談ください。
悦子

氏

●お申込み・お問合せ
とちぎ男女共同参画センター
TEL 028-665-8323
FAX 028-665-8325
火曜日～土曜日
（国民の休日を除く）
9：00～17：00

直通ダイヤル

028-665-8724

相談受付日時

毎月第1・第3金曜日

相談無料 秘密厳守

17：30～19：30
※祝休日及び年末年始を除く

※詳細はホームページで御確認ください。

子育てに奮闘する母親向けの絵本
「だいすきだよ」を制作されました。
認定 NPO法 人 だ い じ ょ う ぶ の 保 育 士 の 金 子 和 美 さん
（著者）が家庭児童相談員をしていた頃に子育てに不安や
悩みを抱えるママに向けて手作りしたものが原案となって
います。育児、保育、子育て相談の現場経験の豊富な作者
がかわいいイラストと短い文章で優しく語りかけます。そ
の言葉は、子育てママを元気にしてくれます。
お問合せ先

NPO法人だいじょうぶ
TEL：0288-21-2119
＊価格1,200円
（インターネット通販サイトで購入可）
＊絵本はパルティライブラリーでも
ご覧になれます。

相談に関するお問い合わせ
栃木県 県民生活部 人権・青少年男女参画課 人権施策推進室
TEL：028-623-3027 FAX：028-623-3028

パルティホール天井改修工事に伴う利用休止
について
パルティホール天井改修工事中のため、令和4（2022）年
6月30日（木）まで、パルティホールをご利用いただくこと
が出来ません。
なお、工事期間中もパルティホール以外の研修室等につ
いては、今までどおりの利用が可能です。
利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご
協力をお願いいたします。

開 館 時 間／9：00〜21：00（日曜日は17：00まで）
休
館
日／毎週月曜日
国民の祝日に関する法律に定められた休日
12月29日〜1月3日
施設のご利用／会議・イベント等にご利用ください。（有料）
ご利用の際は新型コロナウイルスの感染防止対策を徹底してください。
利用お申込み／窓口受付時間9：00〜17：00
ホームページで各研修室等の予約状況をご覧いただけます。
（閲覧のみ）
情報誌のご意見・ご感想をお寄せください
編 集 ・ 発 行／公益財団法人とちぎ男女共同参画財団
〒320-0071 宇都宮市野沢町４番地１
TEL.028-665-7700㈹ FAX.028-665-7722
※おかけ間違いのないよう、お願いします。
U
R
L／https://www.parti.jp/
表 紙 作 者／よしこSUN
印
刷／株式会社井上総合印刷
さ
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講座・イベントれぽ〜と

ん

