
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146 号（令和 4 年 2 月） 
みなさんとレディヤンかすがいをむすぶ 

行こう。図書資料コーナーへ！ 
４階にある図書資料コーナーに、新たに39冊の本が加わりました。ぜひ、お読みください。 

書  名 書  名 

アンゲラ・メルケル 3 人で親になってみた ママとパパ、ときどきゴンちゃん 

家にいるのに家に帰りたい 13 歳、「私」をなくした私 

生きづらさにまみえて 主夫をお願いしたらダメですか？ 

うそをつく子「助けを求められなかった少女の物語」 少しぐらいの嘘は大目に 向田邦子の言葉 

オードリー・タン 日本人のためのデジタル未来学 繊細な人の心が折れない働き方 

老いの道楽 総理の夫 

女ともだち ガール・ミーツ・ガールから始まる物語 
多様な社会はなぜ難しいのか 日本の「ダイバーシティ

進化論」 

女ふたり、暮らしています 対岸の家事 

男の子になりたかった女の子になりたかった女の子 生贄探し 暴走する脳 

女の子だから、男の子だからをなくす本 
働くオトナ女子のためのゆるっと習慣 毎日のモヤモヤ

プチストレスがすーっと消える 

おれは女の子だ 発達障害を家族で乗り越える本 

ギフトエコノミー 買わない暮らしのつくり方 パパの家庭進出がニッポンを変えるのだ！ 

九十八歳。戦いやまず日は暮れず パパになる前に知っておくべき１１のこと 

きみはどう考える 人権ってなんだろう１ ビアトリクス・ポターの物語 

きみはどう考える 人権ってなんだろう２ ママ、怒らないで。 

暮らしの包み みんな自分らしくいるためのはじめての LGBT 

「こだわりさん」が強みを活かして働けるようになる本 息子のボーイフレンド 

子どもの「こころ」をのぞいてみる  レクチャージェンダー法 

困っている子を見逃すな  
ローザ・パークス自伝「人権運動の母」が歩んだ勇気と

自由の道 

こどもジェンダー 

新着本一覧 

貸出しルール 

◇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。 

◇借りるときは、備え付けの貸出票を記入し、

本と一緒に１階事務室へご持参ください。 

※著者名は、市ホームページに掲載してあります。 

 

⼥性問題関係を中⼼とした図書資料を貸し出
ししています。寒くて外に出たくない日は、暖
かい部屋で読書もいいですね。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画セミナーのご案内 

★ 親子ダンボール工作教室～コロコロタワーを作ろう～ 

内 容  ダンボール紙からコロコロタワーを作ります。 

日 時  令和４年３月２０日（日） 10：00～11：30 

講 師  村田 祐一郎 

対 象  市内在住の小学校３年生～６年生とその保護者 

定 員  10 組 20 人（抽選）  受講料 無料  教材費 ５００円 

持ち物  はさみ、木工用接着剤 

※月刊はるる ２月号に掲載 

 申込期間は、令和４年２月１日（火）から 2 月２２日（火）まで 

【申込方法】 往復はがき（１組（２人）１枚）に講座名、住所、保護者氏名（ふ

りがな）、子ども氏名（ふりがな）、子どもの年齢、電話番号を書いて、申込期間

内に、〒486-0844  鳥居松町２－247 レディヤンかすがい へ または

市ホームページの申込フォームからお申し込みください。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、講座を中止する場合があります。 

レディヤン講座のご案内 

★ 新生活を新しいワタシで始める 女性のビジネスメイク講座 

内 容  就職、復職など仕事において４月から新しいスタートを切る女性を 

対象にビジネスメイクを学びます。 

日 時  令和４年３月１６日（水） 10：00～11：０0 

講 師  花王グループカスタマーマーケティング株式会社 

     社会コミュニケーション部門中部地区派遣講師 

対 象  市内在住、在勤または在学で 18 歳以上の人 

定 員  20 人（抽選）  受講料  ２５０円  

持ち物  メイク道具 

※広報春日井 ２月号に掲載 

申込期間は、令和４年２月１日（火）から３月１日（火）まで 

【申込方法】  

▶電  話  下記の申込項目を電話でお知らせください。 

電話番号：男女共同参画課 0568-85-4401 

▶ＦＡＸ  講座チラシ（申込用紙）、又は任意様式に下記の申込項目を記入の上、

FAX してください。 

           FAX 番号：0568-85-7890 

〇申込項目  氏名（ふりがな）、住所、年齢、電話番号 

※市ホームページの申込フォームからも申し込みができます。 

※期限が過ぎても、余裕のある場合は参加できます。お問い合わせください。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、講座を中止する場合があります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

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４年３月１日（火） 令和４年２月 20 日（日） 令和４年２月 27 日（日） 

４月１日（金） ３月 20 日（日） ３月 31 日（木） 

５月 1 日（日） ４月 20 日（水） ４月 30 日（土） 

６月１日（水） ５月 20 日（金） ５月 31 日（火） 

７月１日（金） ６月 21 日（火） ６月 30 日（木） 

８月２日（火） ７月 20 日（水） ７月 31 日（日） 

９月１日（木） ８月 20 日（土） ８月 31 日（水） 

 

 

 

施設利用の初日受付について 

初日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 システム利用ＩＤ番号   ５ 利用人数 

２ 団体名          ６ 連絡担当者名 

３ 利用予定の部屋      ７ 連絡先電話番号 

４ 行事名（利用内容） 

初日受付日に、抽選申込された団体等を抽選の上、当館から連絡担当者の方に

電話し、仮受付を行います。 

 

 初日受付の抽選申込には、「あいち共同利用型施設予約システム」のシステム利

用ＩＤの所持を必須要件とします。 

システム利用ＩＤをお持ちでない団体等は、予め「あいち共同利用型施設予約シ

ステム」でＩＤを取得のうえ、抽選申込期間内にお申し込みください。 

 ※レディヤンかすがいの認定団体は、既にシステム利用ＩＤがあるため、新たな 

登録は不要です。 

 ※必ず申し込みをする団体名のＩＤで申し込みをしてください。 

新型コロナウイルス感染症拡大及びクラスター発生防止の観点から、初日受付

については、引き続き、電話で対応させていただきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 託児を希望される場合は、事前に予約してください。  

ひとりで悩まず相談してください 

種 類 曜 日 時 間 

ＤＶ相談（電話・面接） 

85－7867 ※面接相談は予約制 
火曜日～日曜日 

９ ： 0 0 ～ 1 2 ： 0 0 
13：00～17：00 

オンライン DV ほっと相談（メール相談） 

パソコンや携帯電話から、いつでも相談できます。 

✉dv-soudan@city.kasugai.lg.jp 
※返信には２～３日以上かかることがあります。 

女性の悩み相談（電話・面接） 

85－7871 ※面接相談は予約制 
火曜日～金曜日 13：00～16：30 

女性のための法律相談（面接のみ） 

85－4401 ※予約制 
第１～４土曜日 10：00～12：00 

 

春⽇井市⻘少年⼥性センター 

「レディヤンかすがい」 

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 

認定団体の活動を紹介しました！ 

レディヤン祭の代替企画として、令和 3 年 12 月 12 日から 25 日までの期間、１階ロ

ビー壁面と４階図書資料コーナーでレディヤンかすがいで楽しくいきいきと活動してい

る皆さんの様子を紹介しました。 

認定団体活動の様子 

認定団体活動の様子 

作品展示 
啓発展示 


