
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 号（令和２年） 
みなさんとレディヤンかすがいをむすぶ 

 レディヤンかすがいの利⽤にあたっては、「３つの密」（密集、密接、密閉）
を避けるように配慮し、次のことに注意してください。 

また、会議室の人数を定員の半分以下の人数に制限しています。皆様のご
理解とご協⼒をお願いします。 
 
 

 

 

令和 2 年 12 月に開催を予定しておりました「レディヤン祭」は、新型コロナウイル
ス感染拡大及びクラスター発生防止の観点から予防等の対策を講じたうえでの開催を
検討してきましたが、参加される方、来場される方など、すべての皆様の健康と安全を
第一に考え、中止することとなりました。 

なお、「レディヤン祭」の代替企画として、令和２年 12 月にレディヤンかすがいにお
いて認定団体の活動紹介を展⽰する予定です。お楽しみに︕ 

令和２年度「レディヤン祭」中止と代替企画実施のお知らせ 

新型コロナ対策推進中 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

№ 書名 著者名 出版社 

1 それしかないわけないでしよう ヨシタケ・シンスケ 白泉社 

2 ノラネコぐんだん・おばけのやま 工藤ノリコ 白泉社 

3 ふゆのはなさいた 安東みきえ アリス館 

4 ママはスーパーちからもち ニコラ・ケント 岩崎書店 

5 わたしの糸 トーリル・コーヴェ 西村書店 

6 おじいさんは川へ おばあさんは山へ 森山京 理論社 

7 女と男のちがいって？ プランテルグループ あかね書房 

8 きつねの時間 蓼内明子 フレーベル館 

9 失敗図鑑 すごい人ほどダメだった！ 大野正人 文響社 

10 東大教授がおしえる やばい日本史 本郷和人 ダイヤモンド社 

11 まんが 四賢婦人物語 齊藤輝代 益田町（熊日出版） 

12 有馬稲子 わが愛と残酷の映画史 有馬稲子 筑摩書房 

13 夫が知らない家事リスト 野々村友紀子 双葉社 

14 おしゃれの魔法 18 人の物語 石田純子   主婦の友社 

15 
「頑張らない」で引き寄せる！ 

 願いが叶う、ちょっとあほになる方法 
かずみん ダイヤモンド社 

次のとおり貸館利⽤時の⼿順を変更しました。 
１ 貸館利⽤時は、必ず利⽤許可書を事務室に提⽰してください。 

 ２ 会議室等は施錠していますので、事務室で鍵をお渡しします。利⽤の 10 分前 
を目安に事務室にお越しください 

 ３ 利⽤終了後は「レディヤンかすがい利⽤⽇誌」を記⼊して提出してください。 
 ４ 利⽤⽇誌の提出と同時に、鍵を事務室に返却してください。 
 ５ 使⽤後に会議室等の消毒を⾏うため、定時の鍵の返却にご協⼒ください。 

図書資料コーナーに新しい図書が⼊りました。 
秋の夜⻑に読書はいかがですか。借りるときは図書資料コーナーに設置してある貸出票

を記⼊し、本と一緒に１階事務室へご持参ください。 
◇貸し出し冊数は、１回につき５冊までです。 
◇14 ⽇以内に返却してください。 

会議室等の鍵の貸し出しについて 

新着図書のご案内 



 

 

 

№ 書名 著者名 出版社 

16 Q＆A ハラスメントをめぐる諸問題 山梨県弁護士会 ぎょうせい 

17 「空気」を読んでも従わない 鴻上尚史 岩波書店 

18 ケーキの切れない非行少年たち 宮口幸治 新潮社 

19 孤独こそ最高の老後 松原惇子 SBクリエイティブ 

20 女性白書２０１９ 日本婦人団体連合会 ほるぷ出版 

21 図解 離婚のための準備と手続き 鈴木幸子  柳沢里美 新星出版社 

22 図解 日本人なら知っておきたいしきたり大全 岩下宣子 講談社 

23 精神科医が教える親のトリセツ 保坂隆 中央公論新社 

24 相談援助職の記録の書き方 八木亜希子 中央法規出版 

25 男子が 10 代のうちに考えておきたいこと 田中俊之 岩波書店 

26 なぜ共働きも専業もしんどいのか 中野円佳 PHP 研究所 

27 
働きやすさを本気で考えたら、会社の売上が 5 倍になり

ました 
雅楽川陽子 同文館出版 

28 はじめて学ぶ LGBT 基礎からトレンドまで 石田仁 ナツメ社 

29 8050 問題の深層 川北稔 NHK 出版 

30 パパは女子高生だった 前田良 明石書店 

31 ＃発達系女子の明るい人生計画 宇樹義子 河出書房新社 

32 はい、さようなら 瀬戸内寂聴 光文社 

33 樹木希林 120 の遺言 樹木希林 宝島社 

34 
100 のチャートで見る人生 100 年時代「幸せな老後」を

自分でデザインするためのデータブック 
大石佳能子 

ディスカヴァー・

トゥエンティワン 

35 僕たちは育児のモヤモヤをもっと語っていいと思う 常見陽平 自由国民社 

36 マンガで読む子育てのお金まるっと Book フクチマミ 新潮社 

37 マイ・ストーリー ミシェル・オバマ 集英社 

38 やめられない人々 榎本稔 現代書林 

39 よかれと思ってやったのに 清田隆之 晶文社 

40 露出する女子、覗き見る女子 三浦展 天笠邦一 筑摩書房 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

初日受付日 
抽選申込開始日 

（午前９時から） 

抽選申込締切日 

（午後５時まで） 

令和２年 10 月１日（木）       ９月 20 日（日）       ９月 30 日（水） 

      11 月１日（日）       10 月 20 日（火）       10 月 31 日（土） 

      12 月１日（火）       11 月 20 日（金）       11 月 29 日（日） 

令和３年１月５日（火）     12 月 20 日（日）       12 月 26 日（土） 

２月２日（火） 令和３年 1 月 20 日（水） 令和３年１月 31 日（日） 

３月２日（火） ２月 20 日（土） ２月 28 日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 託児を希望される場合は、事前に予約してください。     

          

    
春日井市市民生活部男女共同参画課 

＜所在地＞〒486－0844  

春日井市鳥居松町 2 丁目 247 番地 

電話 0568－85－4188 FAX 0568－85－7890 

ホームページ https://www.city.kasugai.lg.jp/ 

Ｅ-mail danjo＠city.kasugai.lg.jp 

春⽇井市⻘少年⼥性センター 

「レディヤンかすがい」 

施設利⽤の初⽇受付については、当分の間、電話で受付します。 
受付抽選を希望される場合は、下表に記載の各月の抽選申込開始⽇の午前９時か

ら抽選申込締切⽇の午後５時までに、レディヤンかすがいへ電話で申込みをしてく
ださい。 

なお、抽選申込時には、下記の内容についてご連絡ください。 
 １ 利⽤者 ID（認定団体のみ、あいち共同利⽤型施設予約システムのもの） 
 ２ 団体名 
 ３ 利⽤予定の部屋 
 ４ ⾏事名（利⽤内容） 
 ５ 利⽤⼈数 
 ６ 連絡担当者名 
 ７ 連絡先電話番号 
 ８ 文書送付先住所（認定団体は代表者に送付します） 
当⽇は、初⽇受付の抽選後、当館からお電話させていただき、仮受付をさせてい

ただきます。 

施設利用の初日受付について 


