
 

 

 

 

 

 

  

 

☆H25 ライフアップセミナー参加者の声☆ 
 

■保険・年金から健康まで！お悩み解決！働く女

性応援セミナー【全３回】 

講師：菰田幸子先生（社会保険労務士） 

若原靖典先生（つつじが丘ウィメンズクリ

ニック副院長） 

武井美智子先生（キャリアアドバイザー） 

《１．働く女性が知っておきたい労働法、社会保

険・年金のこと》 

●短い時間で、保険のことを知ることができた。 

●自分が知りたかったことを知ることができた。 

《２．婦人科の医師に聞く女性の病気とからだの

ケア》 

●自分も体調不良の 

ところがあったの 

で、参考になった。 

●自分の体のことな 

んですが、分らな 

いことも沢山あり、 

勉強になった。 

《３．働き女子会 何でもトーク！》 

●年齢、立場の違う色々な方と話ができてよかっ

た。 

●本音で喋ることができたかなと思いました。 

●自分の中でモヤモヤしていたことが、周りの方

の意見を聞くことでスッキリした。 

■家族みんなでできる HAPPY 家事講座【全２回】 

講師：河合妙子先生（1 級家事セラピスト、整理

収納アドバイザー1 級） 

《１．家事ってそんなにネガティブなこと？》 

●家事についてもネガティブな思いも今まで吐き

出すところが余

りなかったので、

気持がよかった。 

●家事がヤル気

になってきて、

楽 し く な り ま

した。 

《２．家のコトは生きるコト》 

●家というのは、生きていくうえでの土台なのか

なと思いました。 

 

～～～～もっともっともっともっと輝輝輝輝きききき、、、、活躍活躍活躍活躍できるできるできるできる女性社員女性社員女性社員女性社員へへへへ～～～～    

女性のための接客力・ 

営業力アップセミナー 
今、求められている女性の能力をどのように活用

するか。即戦力となる「接客力・営業力アップ術」

を中心に学び、女性の更なる躍進を目指します。

研修の一環としてもご活用ください。 

11 月 8 日(金)13：30～16：30 

男女共同参画センター「パルモ」 

女性社員、女性部下を持つ上司、経営者、

人事担当者など 

①� 接客力・営業力アップするために 

②仕事をマンネリ化しないために 

③女性パワーをどう活かす？ 

40 名 

福沢恵子氏（ジャーナリスト） 

1983 年早稲田大学政治経済学部卒。 

卒業後、朝日新聞記者を経て 1990 年に

フリーランスのジャーナリストとして独

立。「女性と仕事」を中心テーマに就職、

人材開発など 

についての執 

筆や講演を行 

う。2010 年 

より昭和女子 

大学特命教授。 

専門はキャリ 

ア開発論 

 

■受講料 無料 

■申込み 10 月 25 日(金)までに市民協働推進課

(☎51-2188)へ 

女性人材育成セミナーのご案内 

日時日時日時日時    

場所場所場所場所    

内容内容内容内容    

対象対象対象対象    

定員定員定員定員    

講師講師講師講師    
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『『『『９７９７９７９７歳歳歳歳のののの幸福論幸福論幸福論幸福論。 。 。 。 ― ― ― ― ひとりでひとりでひとりでひとりで楽楽楽楽しくしくしくしく暮暮暮暮らすらすらすらす、、、、５５５５つのつのつのつの秘訣秘訣秘訣秘訣』　』　』　』　笹本恒子笹本恒子笹本恒子笹本恒子【【【【著著著著】】】】
97歳の現役カメラマンである著者が実践する暮らしぶりを紹介。「元気で長寿」の秘密が満載。

『『『『一緒一緒一緒一緒にににに歩歩歩歩ここここ！ ！ ！ ！ ― ― ― ― ボクボクボクボクのののの育児日記育児日記育児日記育児日記』　　 』　　 』　　 』　　 遠藤雅大遠藤雅大遠藤雅大遠藤雅大【【【【著著著著】】】】
「イクメン」ブームに踊らされず、真の「子育て」について「父親」の視点から綴るエッセイ集。

『『『『ずぼらずぼらずぼらずぼら式式式式３３３３分分分分クッキングクッキングクッキングクッキング――――究極究極究極究極のののの手抜手抜手抜手抜きききき。。。。だけどだけどだけどだけど、、、、旨旨旨旨いいいい。』　　。』　　。』　　。』　　世界文化社世界文化社世界文化社世界文化社【【【【著著著著】】】】
缶詰､冷凍食品､冷蔵庫の残り物、どこにでもある食材にひと手間かけるだけで旨い料理ができる魔法のﾚｼﾋﾟ。

『『『『がんがんがんがん－－－－命命命命をををを託託託託せるせるせるせる名医名医名医名医』　　』　　』　　』　　家庭画報家庭画報家庭画報家庭画報【【【【編編編編】】】】
本書では、最新の治療方法・病院情報とともに、第一線で日本のがん治療に携わるがんの名医214人を紹介。

『『『『長生長生長生長生きしたいきしたいきしたいきしたい人人人人はははは「「「「鏡鏡鏡鏡」」」」をををを見見見見なさいなさいなさいなさい』　　』　　』　　』　　南雲吉則南雲吉則南雲吉則南雲吉則【【【【著著著著】】】】
見た目の若さは内面の健康の表れ。鏡の自分と対面しながら、どこをチェックするか、何をすべきかを解説

『『『『老老老老いないいないいないいない体体体体をつくるをつくるをつくるをつくる「「「「骨骨骨骨のののの力力力力（（（（パワーパワーパワーパワー）」』　　 ）」』　　 ）」』　　 ）」』　　 鄭雄一鄭雄一鄭雄一鄭雄一【【【【著著著著】】】】
健康で長生き、そのキーワードは「骨」。正しい骨の知識と、骨を強くする方法などをわかりやすく解説

『『『『悩悩悩悩みみみみ方方方方のののの作法作法作法作法』　　』　　』　　』　　和田秀樹和田秀樹和田秀樹和田秀樹【【【【著著著著】】】】
精神科医の著者が、｢なぜ、悩みにとらわれるのか｣｢どうすれば建設的に悩めるようになるのか」を語ります。

『『『『５０５０５０５０歳歳歳歳からのからのからのからの音読入門音読入門音読入門音読入門』　　』　　』　　』　　齋藤孝齋藤孝齋藤孝齋藤孝【【【【著著著著】】】】
人生の後半生の生き方を、筆者流に柔らかく表現して読み易く、陽のあたる縁側でのんびり味わいたい一冊。

『『『『月月月月のののの輪草子輪草子輪草子輪草子』　　』　　』　　』　　瀬戸内寂聴瀬戸内寂聴瀬戸内寂聴瀬戸内寂聴【【【【著著著著】】】】
晩年の清少納言が、かつて中宮定子に仕えていた当時出会った人々のこと､自身の結婚のことなどを述懐。

『『『『衣衣衣衣もろもろもろもろもろもろもろもろ』　　』　　』　　』　　群群群群ようこようこようこようこ【【【【著著著著】】】】
おばさんは何を着ればいいの？着ていて楽でお洒落に見える服はあるのか? 爆笑と共感の衣類エッセイ。

『『『『おもかげおもかげおもかげおもかげ復元師復元師復元師復元師』　　』　　』　　』　　笹原留似子笹原留似子笹原留似子笹原留似子【【【【著著著著】】】】
遺族の悲しみを生きていく力に変える｡震災後､ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱで多くの遺体を復元した女性納棺師が綴る生死のﾄﾞﾗﾏ。

『『『『しげちゃんしげちゃんしげちゃんしげちゃん』　　』　　』　　』　　室井滋室井滋室井滋室井滋【【【【作作作作】／ 】／ 】／ 】／ 長谷川義史長谷川義史長谷川義史長谷川義史【【【【絵絵絵絵】】】】
｢ねえ皆は自分の名前って好き？私は嫌い!｣”しげる“という名の女の子を通して､名前に込めた親の愛情を描く。

『『『『ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚とととと怒怒怒怒りりりり鬼鬼鬼鬼――――話話話話してごらんしてごらんしてごらんしてごらん、、、、だれかにだれかにだれかにだれかに』』』』ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾛｰﾀﾛｰﾀﾛｰﾀﾛｰﾀﾞ゙゙゙ｰﾚｰﾚｰﾚｰﾚ【【【【作作作作】】】】ｽｳｽｳｽｳｽｳﾞ゙゙゙ｧｲﾝﾆｰﾌｰｽｧｲﾝﾆｰﾌｰｽｧｲﾝﾆｰﾌｰｽｧｲﾝﾆｰﾌｰｽ【【【【絵絵絵絵】】】】大島大島大島大島かおりかおりかおりかおり､､､､青木順子青木順子青木順子青木順子【【【【共訳共訳共訳共訳】】】】
ドメスティックバイオレンスを子どもの視点から捉えたノルウェーの絵本。

『『『『おもかげおもかげおもかげおもかげ復元師復元師復元師復元師のののの震災絵日記震災絵日記震災絵日記震災絵日記』　　』　　』　　』　　笹原留似子笹原留似子笹原留似子笹原留似子【【【【著著著著】】】】
震災後、多くの遺体をﾎﾞﾗﾝﾃｨｱで復元した女性納棺師が描いた絵と言葉。実際のｽｹｯﾁﾌﾞｯｸを、そのまま本に！

『『『『ひまわりのおかひまわりのおかひまわりのおかひまわりのおか』　　 』　　 』　　 』　　 葉方丹葉方丹葉方丹葉方丹、、、、ひまわりをうえたひまわりをうえたひまわりをうえたひまわりをうえた八人八人八人八人のおかあさんのおかあさんのおかあさんのおかあさん【【【【文文文文】／ 】／ 】／ 】／ 松成真理子松成真理子松成真理子松成真理子【【【【絵絵絵絵】】】】
3/11津波で子どもの命を奪われた大川小の母たち。子どもに語るように育てたひまわりに託した祈りと願い。

『『『『妻妻妻妻がががが再就職再就職再就職再就職するとき するとき するとき するとき - - - - セカンドセカンドセカンドセカンド・・・・チャンスチャンスチャンスチャンス社会社会社会社会へへへへ』　　』　　』　　』　　大沢真知子大沢真知子大沢真知子大沢真知子////鈴木陽子鈴木陽子鈴木陽子鈴木陽子【【【【著著著著】】】】
女性が妻･母･職業人という複数の顔を持つ社会の実現、そうした生き方はあり得るか。多くの事例から考える。

『『『『マザマザマザマザ－－－－・・・・テレサテレサテレサテレサＣＥＯ ＣＥＯ ＣＥＯ ＣＥＯ - - - - 驚驚驚驚くべきくべきくべきくべきリリリリ－－－－ダダダダ－－－－シップシップシップシップのののの原則原則原則原則』　　』　　』　　』　　ﾙｰﾏﾙｰﾏﾙｰﾏﾙｰﾏ････ﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ｰｽｰｽｰｽｰｽ、、、、ﾙｰﾙｰﾙｰﾙｰ････ﾌｧｳｽﾄﾌｧｳｽﾄﾌｧｳｽﾄﾌｧｳｽﾄ【【【【著著著著】】】】////近藤邦雄近藤邦雄近藤邦雄近藤邦雄【【【【訳訳訳訳】】】】
人を助けるのもﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ力。ﾉｰﾍﾞﾙ平和賞受賞者ﾏｻﾞｰ･ﾃﾚｻは、巨大な組織を運営する最高経営責任者でもあった。

『『『『女女女女ってってってって大変大変大変大変。。。。: : : : 働働働働くこととくこととくこととくことと生生生生きることのきることのきることのきることのワークライフバランスワークライフバランスワークライフバランスワークライフバランス考考考考』　　』　　』　　』　　澁谷智子澁谷智子澁谷智子澁谷智子【【【【著著著著】】】】
多くの女性が経験する“働くこと”と“女の役割”との葛藤。この本には10人の女性たちの｢大変｣な物語が！

『『『『現場女子現場女子現場女子現場女子────輝輝輝輝くくくく働働働働きききき方方方方をををを手手手手にににに入入入入れたれたれたれた7777つのつのつのつの物語物語物語物語』　　 』　　 』　　 』　　 遠藤功遠藤功遠藤功遠藤功【【【【著著著著】】】】
男性の現場と考えられていた職場で輝く女性たち。その「女子力」の秘密に迫る。

『『『『女子校女子校女子校女子校というというというという選択選択選択選択』　　』　　』　　』　　おおたとしまさおおたとしまさおおたとしまさおおたとしまさ【【【【著著著著】】】】
女子校が社会的に活躍する女性を輩出し続ける秘密を、現役教師・著名出身者などへの取材を元に解き明かす。

『『『『理系女子的生理系女子的生理系女子的生理系女子的生きききき方方方方ののののススメススメススメススメ』　　』　　』　　』　　美馬美馬美馬美馬のゆりのゆりのゆりのゆり【【【【著著著著】】】】
現在、注目の的である理系女子。その一人である著者が、リケジョ人生の面白さ、奥深さを語ります。

アジアアジアアジアアジアのなかののなかののなかののなかのジェンダー ジェンダー ジェンダー ジェンダー - - - - 多様多様多様多様なななな現実現実現実現実をとらえをとらえをとらえをとらえ考考考考えるえるえるえるシリーズシリーズシリーズシリーズ　　　　　　　　川島典子川島典子川島典子川島典子／ ／ ／ ／ 西尾亜希子西尾亜希子西尾亜希子西尾亜希子【【【【編著編著編著編著】】】】
ｱｼﾞｱにおけるｼﾞｪﾝﾀﾞｰの実態把握とともに、日本のｼﾞｪﾝﾀﾞｰに関する課題を雇用や介護などの分野ごとに詳解。

生活

健康

文学

その
他

女性

図書室のご案内

■　利用時間　午前9時～午後9時
■　貸出方法　利用者登録をしていただきます。
　　身分の証明できるものを持参してください。
■　貸出期間等　一人3冊まで、2週間貸出します。
　　返却は豊橋市役所1階の「じょうほうひろば」でもできます。

新　着　本
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女性
『『『『GGGG....IIII....DDDD....実際私実際私実際私実際私はどっちなのはどっちなのはどっちなのはどっちなの!!!!????』　　』　　』　　』　　吉井奈吉井奈吉井奈吉井奈々／々／々／々／鈴木健之鈴木健之鈴木健之鈴木健之【【【【著著著著】】】】
｢性同一性障害特例法｣により女性として結婚まで漕ぎつけた元ﾆｭｰﾊｰﾌｴｯｾｲｽﾄと社会学者の二人が大胆に分析。

『『『『悩悩悩悩むむむむ前前前前にににに知知知知っておきたいっておきたいっておきたいっておきたい離婚離婚離婚離婚のののの手続手続手続手続きききき』　　』　　』　　』　　中里妃沙子中里妃沙子中里妃沙子中里妃沙子【【【【監修監修監修監修】】】】
女性弁護士が監修。お金のこと、子どものこと…　記入例が豊富で、離婚手続きの流れがよくわかります。

『『『『ひとりひとりひとりひとり老後老後老後老後をををを快適快適快適快適にににに暮暮暮暮らすらすらすらす本本本本』　　』　　』　　』　　豊田眞弓豊田眞弓豊田眞弓豊田眞弓////佐川京子佐川京子佐川京子佐川京子【【【【著著著著】】】】
いずれは迎える「ひとり老後」を楽しく過ごすために読んでおきたい一冊。

『『『『驚驚驚驚きのきのきのきの介護民俗学介護民俗学介護民俗学介護民俗学』　　』　　』　　』　　六車由実六車由実六車由実六車由実【【【【著著著著】】】】
介護する側と介護される側とが共に蘇生していく過程が、短編小説のような味わいで描かれています。

『『『『日本一親切日本一親切日本一親切日本一親切なななな老前整理老前整理老前整理老前整理』　　』　　』　　』　　坂岡洋子坂岡洋子坂岡洋子坂岡洋子【【【【著著著著】】】】
モノだけでなく｢資産｣｢想い｣も老前整理しよう！ 老後になる前に、人生の終え方について考える一冊です。

『『『『被災被災被災被災ママママママママ812812812812人人人人がががが作作作作ったったったった子連子連子連子連れれれれ防災手帖防災手帖防災手帖防災手帖』　　』　　』　　』　　つながるつながるつながるつながる．ｃｏｍ【．ｃｏｍ【．ｃｏｍ【．ｃｏｍ【編編編編】】】】
震災から子供を守るために本当に必要なことは？812人のﾏﾏの体験をもとに対策をまとめた防災本の決定版！

『「『「『「『「夫婦夫婦夫婦夫婦」」」」はもっとはもっとはもっとはもっと仲良仲良仲良仲良くなれるくなれるくなれるくなれる------------「「「「離婚離婚離婚離婚」」」」のののの前前前前にににに考考考考えたいことえたいことえたいことえたいこと・・・・できることできることできることできること』　　』　　』　　』　　武石晃一武石晃一武石晃一武石晃一【【【【監修監修監修監修】】】】
恋愛・結婚・夫婦問題の専門カウンセラーが贈る「夫婦の絆」を取り戻すための処方箋。

『『『『仕事仕事仕事仕事もももも家事家事家事家事もももも育児育児育児育児もうまくいくもうまくいくもうまくいくもうまくいく！ 「！ 「！ 「！ 「働働働働くくくくパパパパパパパパ」」」」のののの時間術時間術時間術時間術』　　』　　』　　』　　栗田正行栗田正行栗田正行栗田正行【【【【著著著著】】】】
現教員､２児の父にして料理人経験もある著者が､多忙な日々の中で編み出した､とっておきの時間術を伝授！

『『『『夜作夜作夜作夜作らないらないらないらない晩晩晩晩ごはん ごはん ごはん ごはん - - - - 忙忙忙忙しいしいしいしい人人人人のためののためののためののための絶品絶品絶品絶品ストックストックストックストックおかずおかずおかずおかず』　　』　　』　　』　　堤人美堤人美堤人美堤人美【【【【著著著著】】】】
忙しくて作る時間がないという人に、素早く美味しい夕食が食べられる、魔法のストックおかずレシピを紹介。

『『『『出産出産出産出産したしたしたした女性女性女性女性がががが本当本当本当本当にしておきたいにしておきたいにしておきたいにしておきたい－－－－産後産後産後産後ﾏﾏﾏﾏﾏﾏﾏﾏのののの心心心心とととと体体体体ををををｹｱｹｱｹｱｹｱするするするする本本本本』　』　』　』　池下育子池下育子池下育子池下育子／／／／宗田聡宗田聡宗田聡宗田聡ほかほかほかほか２２２２名名名名【【【【監修監修監修監修】】】】
産後に変化するママの心と体に合わせた産後エクササイズを紹介。

『『『『未病未病未病未病」」」」をををを自分自分自分自分でででで治治治治すすすす１４９１４９１４９１４９のののの養生法 養生法 養生法 養生法 - - - - そのそのそのそのトラブルトラブルトラブルトラブルはははは漢方漢方漢方漢方でででで解決解決解決解決！』　　！』　　！』　　！』　　渡邉賀子渡邉賀子渡邉賀子渡邉賀子／ ／ ／ ／ 鈴木養平鈴木養平鈴木養平鈴木養平【【【【監修監修監修監修】】】】
未病=病気以前の体調不良に悩む女性のための、東洋医学的アプローチからのセルフケア本。

『『『『それでもそれでもそれでもそれでも、、、、家族家族家族家族はははは続続続続く く く く - - - - カウンセリングカウンセリングカウンセリングカウンセリングのののの現場現場現場現場でででで考考考考えるえるえるえる』　　』　　』　　』　　信田信田信田信田さよさよさよさよ子子子子【【【【著著著著】】】】
様々な家族の悩みに向き合い続けてきた人気ｶｳﾝｾﾗｰである著者による、家族問題・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ論の集大成。

『『『『色彩色彩色彩色彩をををを持持持持たないたないたないたない多崎多崎多崎多崎つくるとつくるとつくるとつくると、、、、彼彼彼彼のののの巡礼年巡礼年巡礼年巡礼年』  』  』  』  村上春樹村上春樹村上春樹村上春樹【【【【著著著著】】】】
日本国外でも人気が高く、現代アメリカでも大きな影響力をもつ作家の一人である著者による新書。

『『『『ビブリアビブリアビブリアビブリア古書堂古書堂古書堂古書堂のののの事件手帖 事件手帖 事件手帖 事件手帖 〈〈〈〈３３３３〉 〉 〉 〉 栞子栞子栞子栞子さんとさんとさんとさんと消消消消えないえないえないえない絆絆絆絆』　　』　　』　　』　　三上延三上延三上延三上延【【【【著著著著】】】】
「ﾋﾞﾌﾞﾘｱ古書堂」の美人店主と店員の「俺」、彼らの周囲を取り巻く面々の活躍を描くﾗｲﾄﾉﾍﾞﾙﾐｽﾃﾘｰ

『『『『ビブリアビブリアビブリアビブリア古書堂古書堂古書堂古書堂のののの事件手帖 事件手帖 事件手帖 事件手帖 〈〈〈〈４４４４〉 〉 〉 〉 栞子栞子栞子栞子さんとさんとさんとさんと二二二二つのつのつのつの顔顔顔顔』　　』　　』　　』　　三上延三上延三上延三上延【【【【著著著著】】】】
「ﾋﾞﾌﾞﾘｱ古書堂」の美人店主と店員の「俺」、彼らの周囲を取り巻く面々の活躍を描くﾗｲﾄﾉﾍﾞﾙﾐｽﾃﾘｰ

『『『『想像想像想像想像ラジオラジオラジオラジオ』 　　』 　　』 　　』 　　いとう せいこういとう せいこういとう せいこういとう せいこう【【【【著著著著】】】】
耳を澄ませば、彼らの声が聞こえるはず。広島、長崎、神戸、東北…。生者と死者の新たな関係を描く。

『『『『正義正義正義正義ののののセセセセ』 　　』 　　』 　　』 　　阿川佐和子阿川佐和子阿川佐和子阿川佐和子【【【【著著著著】】】】
凛々子は念願の検事となり、意欲に燃えるも苦戦の連続。山あり谷ありの日々にも負けない凛々子の成長物語。

『『『『正義正義正義正義ののののセセセセ　　　　２２２２』 　　』 　　』 　　』 　　阿川佐和子阿川佐和子阿川佐和子阿川佐和子【【【【著著著著】】】】
検事4年目の凛々子は連続強姦事件を担当｡許せない犯罪なだけに入念な取り調べをするが､ﾐｽを犯してしまう。

『『『『正義正義正義正義ののののセセセセ　　　　３３３３』 　　』 　　』 　　』 　　阿川佐和子阿川佐和子阿川佐和子阿川佐和子【【【【著著著著】】】】
友に裏切られ､さらに自分の仕事のﾐｽが妹の破談を招く｡自己嫌悪に陥った凛々子は悩んだ末ある決断を下す。

『『『『それをそれをそれをそれを愛愛愛愛とまちがえるからとまちがえるからとまちがえるからとまちがえるから』　　』　　』　　』　　井上荒野井上荒野井上荒野井上荒野【【【【著著著著】】】】
振り返ってくれない夫への妻の不満、妻の心が読めない夫の不安。男と女が織りなす人間模様。

『『『『女女女女のののの悩悩悩悩みはいつもみはいつもみはいつもみはいつもマトリョーシカマトリョーシカマトリョーシカマトリョーシカ』　　』　　』　　』　　室井滋室井滋室井滋室井滋【【【【著著著著】】】】
どんな問題が目の前に立ちはだかっても、尻込みしないで元気に立ち向かえる室井流の｢悩み方のｺﾂ｣を伝授。

『『『『両手両手両手両手をををを奪奪奪奪われても われても われても われても - - - - シエラレオネシエラレオネシエラレオネシエラレオネのののの少女少女少女少女マリアトゥマリアトゥマリアトゥマリアトゥ』 』 』 』 ﾏﾘｱﾄｩ ｶﾏﾗﾏﾘｱﾄｩ ｶﾏﾗﾏﾘｱﾄｩ ｶﾏﾗﾏﾘｱﾄｩ ｶﾏﾗ////ｽｰｻｽｰｻｽｰｻｽｰｻﾞ゙゙゙ﾝ ﾏｸﾘｰﾗﾝﾄﾝ ﾏｸﾘｰﾗﾝﾄﾝ ﾏｸﾘｰﾗﾝﾄﾝ ﾏｸﾘｰﾗﾝﾄﾞ゙゙゙【【【【著著著著】 】 】 】 村上利佳村上利佳村上利佳村上利佳【【【【訳訳訳訳】】】】
内戦により両手首を切断された12歳の少女が、ﾕﾆｾﾌ代表として世界に声を挙げるまでを告白したﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ。

『『『『薬薬薬薬のののの話話話話』　　』　　』　　』　　山崎幹夫山崎幹夫山崎幹夫山崎幹夫【【【【著著著著】】】】
本書は、身近な薬品開発のﾄﾞﾗﾏと、医薬品の効能や副作用のﾒｶﾆｽﾞﾑを多彩なｴﾋﾟｿｰﾄﾞを混じえて語り警告する。

『『『『毒毒毒毒のののの話話話話』　　』　　』　　』　　山崎幹夫山崎幹夫山崎幹夫山崎幹夫【【【【著著著著】】】】
読み終わると、人間の歴史には毒がついてまわるものだという不思議な事実に驚かされます。

『『『『HPVHPVHPVHPV　　　　２４２４２４２４歳歳歳歳、、、、子宮頸子宮頸子宮頸子宮頸がんがんがんがん患者患者患者患者デビューデビューデビューデビュー』　　』　　』　　』　　723723723723（（（（ナナニーサンナナニーサンナナニーサンナナニーサン）【）【）【）【著著著著】】】】
病気になってからの日々…彼氏、家族、友達、将来のこと…を、持ち前の明るさで赤裸々に綴っています。

『『『『しごとばしごとばしごとばしごとば』　　』　　』　　』　　鈴木鈴木鈴木鈴木のりたけのりたけのりたけのりたけ【【【【著著著著】】】】
子供に人気の10種類の仕事を紹介。道具や、仕事の流れも細かく描かれ、大人もワクワクの本格的絵本。

『『『『続続続続　　　　しごとばしごとばしごとばしごとば』　　』　　』　　』　　鈴木鈴木鈴木鈴木のりたけのりたけのりたけのりたけ【【【【著著著著】】】】
花屋、宇宙飛行士、とうふ職人、獣医師、漫画家、プロ野球選手、ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾅｰなど、9種類の職業を紹介。

『『『『続続続続々　々　々　々　しごとばしごとばしごとばしごとば』　　』　　』　　』　　鈴木鈴木鈴木鈴木のりたけのりたけのりたけのりたけ【【【【著著著著】】】】
消防隊員、米農家、僧侶、女優、大工、客船船長、新聞記者、看護師、教師の９種類の職業を紹介。

『『『『かえりみちはかえりみちはかえりみちはかえりみちは　　　　ひみつのにおいひみつのにおいひみつのにおいひみつのにおい』　　』　　』　　』　　ふじたなほみふじたなほみふじたなほみふじたなほみ【【【【作作作作】／】／】／】／はせがわわかこはせがわわかこはせがわわかこはせがわわかこ【【【【絵絵絵絵】】】】
僕の秘密をしげちゃんにからかわれて喧嘩しちゃった｡慰めてくれたりんちゃんと一緒に、しげちゃんの秘密を探しに出発！

その
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ちょっとした不安や切実な悩みごとな

ど、お気軽にお電話ください。 

毎週月～土 9:00～15:00 

TEL（0532）33－3098  

※ 日曜日・祝日、第３月曜日（第３月曜

日が祝日に当たるときはその翌日も）は、

電話相談はお休みです。 

○女性カウンセラーによる心の相談 
相談員：心理カウンセラー 
時 間：午後 1 時 30 分～3 時 30 分 

（1 人約 60 分） 

○女性弁護士による法律相談 

相談員：弁護士 
時  間：午後 1 時 30 分～3 時 30 分 

（1 人約 30 分） 

■申込の受付は、受付開始日の午前９時から
です。 

■相談日は、変更となる場合がありますので、
広報とよはし、ＨＰ等で再度日時をご確認
ください。 

■お申し込み・お問い合わせ 
男女共同参画センター事務室 
TEL：0532-33-2822 

 

 

 

 

相 談 日 申込受付開始日 

１１月１３日(水) １０月３０日(水) 

１１月２７日(水) １１月１３日(水) 

１２月１１日(水) １１月２７日(水) 

１月１５日(水) １２月２５日(水) 

１月２９日(水) １月１５日(水) 

２月１２日(水) １月２９日(水) 

２月２６日(水) ２月１２日(水) 

３月１２日(水) ２月２６日(水) 

３月２６日(水) ３月１２日(水) 

相 談 日 申込受付開始日 

１１月１５日(金) １１月１日(金) 

１月１７日(金) １月６日(月) 

３月１４日(金) ３月３日(月) 
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電話による悩みごと相談 

面談による相談 
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男女共同参画社会実現に向け活動されてい

る女性団体を、随時紹介していきます。 

《《《《わっぱのわっぱのわっぱのわっぱの会会会会》》》》    

わっぱの会は昭和 60 年 11 月 22 日に誕生し

ました。この年に始まった婦人ボランティア養成

講座（豊橋市主催）を受講した人たちが、ボラン

ティア活動を通して社会参加しようと立ち上げま

した。 

主な活動は、絵本の読み聞かせです。絵本を

通して子どもたちの成長の一端を担い、絵本の

世界を広く知ってもらうことを目指しています。交

通児童館で年４回土曜日の午後におはなしの会

「わっぱのへや」を開催するとともに、市内の地

区・校区市民館、小学校でも定期的におはなし

の会を開催しています。また、市主催の子育て

講座の講師や、図書館まつり、豊橋男女共生フ

ェスティバルなどにも参加しています。男女共生

フェスティバルの「絵本でティータイム」では、絵

本を展示し、大人と子どもたちと一緒に絵本の

読み聞かせをしています。 

今回、これまでの活動経験をもとに、テキスト

「おはなしの会を始めるために！」を製作しまし

た。このテキストを使い、絵本の選び方や読み

方などを伝える講座を開催しています。団体、グ

ループなどで希望があれば出前講座も行いま

す。 

わっぱの会では、会員を募っています。絵本

の好きな方、私たちと一緒に活動してみません

か？ 

【連絡先】 石田容子 ☎２３－２１３５ 

 

豊橋女性団体紹介 

絵本の読み聞かせの様子 

女性のための 

相談室のご案内 
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