
 

 

 

 

 

 

   

  好きな組み合わせを選択   ➡  肌襦袢を身に着ける    ➡  襟・裾合わせをする  

   

                              ➡  帯締め（締めてもらう人との呼吸を上手に合わせて）  

   

 ➡ 襟・襟先合わせ～脇縫いあわせ～   体験者は全員，心を込めて着物をたたんでいました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結城市民活動支援センター 
◆開館時間:午前 9 時～午後 5 時 

◆休館日:月曜日(月が祝日→火曜日) 

    年末年始(12/2９～1/３) 

結城市大字結城 7473 駅前分庁舎 

ＴＥＬ:54-7008 FAX:54-7009 

2018 

 

結城市民活動支援センター 
◆開館時間：午前 9 時～午後 5 時  

◆休館日：日曜日，祝日  

      年末年始 (12/29～1/3) 

結城市大字結城 7473駅前分庁舎  

TEL54-7008FAX54-7009 

♡人と人を紡ぐ「紬の着心地体験」現場レポ♡ 
 市内 3 中学校で，結城紬を着用する「着心地体験」が行われ，初めての体験に緊張気味

の子どもたち。  いつしか背筋が伸びて，紳士・淑女になってポージング！  

 

 

 

 

 

紬の着物は，こんなに軽い

んだと驚きました。  

着物はたたむ順番が決まって

いるので覚えると楽しいし，  

出来栄えもきれい。  

着物を着ると熱いのかな

と思っていたけど，脇や襟

が開いているので，気持ち

よく着ることができた。  

着付けをする着楽会の方々

が，一人一人に温かく接し

紬の良さを伝えようと取り

組む姿がとても  

いきいき輝い  

て見えました。  

 取材者 N 

 帯を締めると苦しいと思

ったけど，やわらかくて動

きやすかった。  



 

★男女共同参画推進講演会を開催しました！★ 
 

 

 

 

講師：広岡 守穂さん  

（中央大学法学部教授）  

日時：平成 30 年９月 22 日（土）  

13：30～15：15 

会場：アクロス小ホール  

 

 

★オープニング・アトラクション★ 

寸劇「ちょこっとトーク」 

講演会の前に，ゆうき女性会議による  

寸劇の披露がありました！  

講演会前にロビーで 3 人の女性が話し  

ている様子を演じていただきました。  

身近な話題から男女共同参画について  

考える様子が，リアルで面白かったと  

感想をいただきました。  

★講演会★ 

 

   講演会は，広岡先生自身の生い立ちや家族関係のお話しから，  

どうして「男女共同参画」について考えるようになったのか  

などをお話しいただきました。  

  奥様やご家族とのエピソードから，先生が子育てする女性の  

悩みに気づいて，どうするべきか考えて実践していったお話  

しは，とても共感を得られました。  

  先生のお話しから，身近な方の悩みに気づいてあげること，  

お互いに「自分育て」を支えあっていくことが大切だと分か  

りました。とても良い講演会になりました。  

 

たくさんの方にご来場いただきました！！ありがとうございました(*^-^*) 

（主催：結城市・ゆうき女性会議・中央大学）  

 

「僕の子育て 孫育て 

女性活躍と男性の役割」 



 

★男女共同参画推進セミナー実施報告！★ 
 

平成 30 年度男女共同参画推進セミナー第１回，第 2 回を開催しました！  

第 1 回は，市内の企業向けにワーク・ライフ・バランスのセミナーを，  

第 2 回は，男性向けに子育てのスキルアップセミナーを行いました。  

 

第１回「ワーク・ライフ・バランスのとれる魅力的な職場環境づくりのために」  

  講師：菅原 幸子さん（女性労働協会  女性就業支援専門員）  

  日時：10 月 11 日（木）14：30～16：00 

  場所：駅前分庁舎「多目的ホール」  

 

  企業立地推進室と連携して，企業向けに  

  ワーク・ライフ・バランスのセミナーを  

  開催しました。女性活躍，男性の育児・  

  介護やがん治療と仕事を両立させるため  

  会社はどのように社員をサポートすれば  

  いいのか，実際の企業の取り組みを交え  

  てお話しいただきました。  

 

 

 

  講師：山口 大輔さん（ボーイズタウン・CSP 幼児版 TOT，学齢期版管理者）  

  日時：10 月 19 日（金）19：00～21：00 

  場所：市立公民館  

 

 

                     男性の家庭参画を推進するため，育児の  

                     スキルアップセミナーを開催しました。  

                     CSP というプログラムを使って，子ども  

                     とどのように向き合っていけばいいのか，  

                     すぐに実践できるコミュニケーションス  

                     キルを学びました。ワークもあって楽し  

                     く学ぶことができました。  

 

★今後の開催予定★ 
★第 3 回セミナー  11 月 4 日（日）午前 10 時から正午  南部中央コミュニティセンター  

「いま考えておきたい地域防災～避難所のこと，女性や子ども，高齢者や障害のある市民のこと」  

★第 4 回セミナー  12 月 1 日（土）午前 8 時から午後 6 時  レイクエコーバスツアー※満員御礼  

「自分に限界をつくらない～パート主婦から年商 10 億の駅弁販売カリスマ所長への道～」  

★★★  今後も皆様のご参加お待ちしております！  ★★★  

 

第２回「パパの子育て応援講座  

 
～ボーイズタウン・コモンセンスペアレンティング（CSP）～」 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月末現在  

来館者数 16,408 人  

結城市民活動支援センター（駅前分庁舎しるくろーど 3 階）  

☎54-7008 FAX54-7009 (machidukuri@city.yuki.lg.jp) 

 

 

 

 

 下記の登録団体が，11月10日（土）11日（日）北

部市街地において，皆さんをお待ちしています。 

👘ゆうき着楽会：着付け処にて着付け/着心地体験 

👘ふたば会：手作りグッズ販売 

👘ゆうき子育て支援隊：小物販売，軽食提供 

👘わくわく笑顔届け隊：着物でのあそび体験場 

👘わらしべの会：篠笛と語りのコラボ

「駅前交流サロン」参加者募集！  

仲間作りや，何か活動を始めたいと考

えている方，ぜひご参加ください。お茶を

片手に気軽におしゃべりしましょう。  

●日  時：11 月 30 日（金）14 時～  

●場  所：駅前分庁舎ミーテイングルーム  

    （しるくろーど３階）  

●内  容：「ザ・サンライズ」中村氏の演

奏を交えた実践事例を聞いた後，交流

カフェを開催します。  

●参加費：無料  ●定  員：20 人程度  

＜問合せ＞結城市民活動支援センター  

      ℡0296-54-7008 

 

   

【イベント情報コーナー】 
昔語り，民話，朗読  ※無料  

●日  時：12 月 1 日（土）14 時~16 時 

●場  所：生きがいふれあいセンター  

●内  容：九尾の狐，青葉の笛，大歳の火  

●募集人数：50 人程度 年齢不問  

＜問合せ先＞  わらしべの会  

      浅野 ℡090-7846-0751 

「book 交流カフェⅣ」参加者募集！  

●日  時：１２月１日（土）10 時～  

●場  所：市民情報センタースペース C 

●内  容：本の内容を紹介し合います。  

●参加費：無料  ●定  員：１５人程度  

「福飾りを飾ろう」参加者募集！  

●日  時：12 月 1 日（土）13 時 30 分  

●場  所：市民情報センタースペース B 

●募集人数：20 人程度※年齢・性別不問  

●持参物：使い慣れたハサミ  

＜問合せ先＞  わくわく笑顔届け隊  

      秋山 ℡090-2626-1900 

 
結城埋蔵金伝説 結城市民劇団「つむぎ」 

埋蔵金伝説について創作を含め演劇として  

採り上げました。是非，ご観覧ください。  

●期  日：12 月 8 日（土）  
 1 回目 10 時 30 分  2 回目 14 時 30 分  

●会  場：アクロス  大ホール  

●入場料：全席指定席 1,000 円  
＜問合せ先＞結城観光物産館  ℡32―5330 

参加すると世界が変わります。  

結城らしい店づくり 喫茶店イチハチサン（１８３） 

築 87 年の旧呉服店をリノベーションして誕生した喫茶店。  

店内から臨む通りには，孫の手を引いて散歩をする御婦人や

自転車で楽しいおしゃべりをしながら通り過ぎる生徒さん，

ゆっくり道路を渡る三毛猫などが行き交い，イチハチサンも

地域の日々と共に時を刻んでいる。  

 
 昔ながらの接客や仕様等喫茶店スタイル・結城らしい店にこだわる店主の阿部さん。今では，

そんな人柄に魅了されて集う「拠り所」となっている。 店内には，近所の方々が持ち寄る季

節の花や歴史的書籍，album や書の作品が，当たり前のように置かれ微笑んでいる。10 代か

ら 80 代までの幅広い客層が来店する所以がここにある。 阿部さんは，残心の念を抱きなが

ら，エリアの底上げになるコトをやっていきたいと話す。     ℡0296-47-5680 

  

  


