
社会教育・生涯学習担当者

男女共同参画担当者

●2007年 4月 、団塊の世代と呼ばれる人.た ちの十部が●0歳 となり、定年退職期を迎え始めま

した。それまで、ずつと「会社人間」であり続けた人たらが本量に地域や家庭に戻つてきます

60歳で定年退職した場合、それ以降の人生の長さ (総余暇時間)はそれまでの総労働時間とほぼ

同じ、8万時間。そこで、退職後の新たな人生設計のスベをもたずにとまどっている人たちに対し

て、「定年退職後の人生再設計術」「団塊世代の地域デビュー支援」などといった講座やセミナーを

開催し、家庭や地域での居場所づくり、仲間づくりをサポー トすることが求められています。

子育て期の男性に対する「ワーク・ライフ・バランス」支援なども含めて、さまざまな社会 。経

済的な課題の解決のためにも、男性に対する働きかけは、これからさらに重要になっていきます。

これまで、男性を対象にした講座はなかなか人が集まらないと言われていますが、参カロ者が望む

魅力的な講座を企画・立案 し、その情報を対象者にきちんと届ける (広報する)こ とができれば、

参加者は多く集まります。

ここ数年、行政発想にとらわれない新しい「男性講座」のスタイルを次々に考案して、「人の集

まる男性講座」を全国で数多く成功させてきた講師が、あなたのまちに出かけていきます。企画の

段階からご相談にのり、集客のカナメである広報政策についても適切なア ドバイスを行います。

講師料の目安 :連続講座の場合、2～ 3時間講座で5万円。

講演会の場合は、聴衆 1人あたり 1,OOO円。

(ほかに、大阪からの往復の交通費。前泊・後泊が必要な場合は、

宿泊費をそれぞれご用意<ださい)

成功の決め手は、   )+1層雨勁)+(講爾勁)

ご連絡・

お聞い合わせ先

吉田清彦 〒661-0953 尼崎市東園田町3-83-7-103

TEL/FAX 06-6499-1274 E― maill ptokei04@s5.dion.nejp
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人生30年時代,∞ 歳は、新 F―な人生のスタート地点です。

この講座 こき、定年後の第二の人生を楽しく、充実 して

生きるためのノウハウを学びます。自分さがしや、地域での

辱場所さが し 仲間づくりなど、これからの生活に役立つ

知恵や情報がいっばい得られます。定年後の夫婦のあり方に

ついてきえるためのヒントも学べます。

定年前の方や、すでに定年退職されている方も大歓迎です。

ぜひc~3加ください。ご夫婦でのこ参鷲も歓迎いたします。

日時:平成19年 10月 27日 Oi3:30～ 10:30

会場i秋田県中央男女共同参画センター研修室
秋田市中通2丁 目3-8(アドリオン7階 )

講師:吉田清彦(フリーライター、爾理爾)

対象:中高年の男女

お申し込み・お問い合わせ: te1 018-836-7853

秋田県中央男女共同参画センターfax 018-836-7854

団塊世代応援セミナー

後半人生の楽しみ方

～これからが面白い 第二の人生～

主催 :秋田県中央男女共同参画センター(人 口112万人)

定員 :50人 応募者 57人

応募の出足はもうひとつだったが、最終的に定員

オーバー。男性参加者は全体の 1/8ほ どだったが、

主催者によれば「それでも多いほう」とのこと。

●受講者の感想

*知らなかったことが多かった。これからの人生に

役立てたい。 (男 )

*人生再設計について考える機会となった。 (男 )

*退職後の人生設計をあらためて考えるきつかけに

したい。 (女)     ン

*第二の人生ではパー トナーの大切さ、人とのつな

がり、情報の取得が大切であることを知った。(男 )

*女房を見つめ、今後を見つめるよい機会でした。

(男 )

*夫婦のあり方、過ごし方、参考になりました。(女 )

*これから老化が進むので将来が不安であったが、
考え方次第で、生きる力が出てきた。 (女 )

*男性たちに全員意見を発表させ、参加者もただ聞

くだけでなく参加型で進めたのがよかった。 (男 )

男の生き方セミナー

～これからが面白い 第二の人生～

自分らしい生き方を考えるきつ力■すに。

主催 :掛川市役所 地域振興課 (8万人)

定員 :20人 応募者 :31人

掛川市では初めての男性講座で、どれほど応募が

あるかわからなかったが、思いのほか大勢の申し

込みがあり、参加者の受講満足度も大変高かつた。

●受講者の感想 (第 1回 )

*第 2の人生に向けてのヒン トを得た。

*定年後の人生を考える導入として貴重であつた。

*定年後の心づもりが少しできました。

*大変参考になりました。特に、妻との関係、コミ

ュニケーション的対応など。

*いろいろと気づくことが多かったセミナーでしィた。

自分,家族を含めて、 1)う 一度設計興を11き 真 t

たいと思います。

*こ のようなセミナーは初めてでしたが、セミナー

のや り方が工夫されていて、和気あいあいとした

雰囲気で、受講してよかつたです。

*同世代の人たちの第 2の人生の考え方、取り組み

がいろいろ聞けて、よかつた。

*同年代の知り合いができて、よかった。

自分らしい生き方を考えるきっかけに。

定年|よ長い人生の間で、生活パターンが大きく変化する節

目。定年前後は収入固、妻との鶴篠、健康面などあらゆるこ

とが大きく変わります。大きな変化の中で、そろそろ肩のカ

を抜いて、会社中心の生き方をリセットし、豊かで充実した

人生を送るために必要なヒントを見つけましょう。

全国各地の男性講座で「今後の生き方の参考になつたJと
大好鮮の講師をお迎えします。ぜひこの機会にご参加くださ

織 金  場  徳ヨ爆健センター御 所療,

夕 対  象  おおなね50箕以上の男性 20■ (簿 募争螢彿を合は義選′
鬱 多 瀬 費  3k・ 日のみな魯費 1 000■ (■ プ●ンー三峰やをご持I・ 三ださし

'θ 申込方薇  電鰭、FA/.に メールにてお申込みくだ011

①講座名 ②酪 ③郵便番号・住所 ④電話番号

● 中込・闘合 鶴川市役所 地域振興課 TEL 053ワー21-1129 FAX 0537-21-1164

日崎 害肉 覇     目

1
2/9(■)
130～ 160o

「人生再設計のすすめJ

会社人鶴から生活人腱になろう

吉田清彦 さん く,リ ーライター ロ璽■)

全国各地の「男の生き方セミナーJで受講者力らも
主催動 ちも大好評.兵庫県尼崎市在住.

盟 3(■ )

1● 0～ 16:00
「粋な男のフアッション術J

福島躍夫 さん は沐手百■店議 長)

各地からひつばりだこの構節が掛丼‖こ登場.

粋で大人の男のおしゃれを歩授します.

3′8(土 )

100～ 13130

「 男の腕 ま くり」

料理の基本のワザを身につける
献立 :

谷口年江さん(=贅■・消費生活アドバイザー)

Eメー,レ :t燎 鐵
～

■akecawa sh12● ●aOp

「男の生き方セミナー」参加申込書 FAX(0537-21-1164)
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6月 14日 (ホ )

13:30～ 16:00

人生再設計のすすめ
第二の人生を楽 しく 充実 したものにする

ための、具体的な計画の立て方を学びます

の量 九義威譲度

む濠殴

6月 2哺 日(本 )

13:30～ 16:00

(販急宝塚踵豊0駅西概すぐ)

講 師 :全霞g場で男性嬌塵を行い、鬱m動 らも

r今後の生き方の,言になつた,こ大好霊の

3田湾彦さん (フ リーライター 男の手料理研究家)

定 員 :おおむね55譲から66歳までの男性 20人 (先彗贖)

賓 鑢 `2-円 〈華 開 般 を含みます)

●込み :6月 28(■ ),00- 電話、または、FAXで受ヽ
(すてっぶ銀 は6月 100～ )

問合せ ,             ンターすてつぷ
〒0実瑣Ⅸ並6… 1-1-1(。

・‐ :06-“

“

‐9773 FAX:06黎‐9706
httpプ /―W tCCt Zaq nejP/tCronan‐ stcp/

主 催 :財勧法人とよなか男女共同参画推進財団

6月 28日 (ホ )

13:30～ 16:30

料理の基本を身につけよう
包 Tの 持ち方、切 り方、策つけの仕方など

料理の基本をプロに学びます

戯立は、肉じ匈ハ

ツ勝 ダ、みな

定年後をいきいきと

男の生活力養成講座

主催 :と よなか男女共同参画推進センター (39万人)

定員 :20人 応募者 :18人

定年退職 した男性を対象に、平日昼間の 3回講座

|むチャレンジ。応募者は定員をわずかに下回つた

が 03会 はすぐに誕生。現在、活発に活動中。

●受講者の感想

*会社人間から脱出して新しい世界があることを知

りました。

*定年後の生活を生き生きとするために基本的なこ

とを教えてもらつて、有意義であつた。
*自 分の今後の人生設計の考え方への指針の参考と

なりました。

*これからの人生をどうするかの気づきを、いろん

な人から得られた。
*他の参加者の皆様の生き方と考え方が聞けて、参

考になりました。
*ほぼ同年代の人々、それぞれの人生はみな違 うし、

価値観も異なるが、それぞれ体験から出た発言に

は重みがあると感じた。たいへん勉強になった。
*こ の講座は「よか友だち」づくりと料理の腕のア

ップと、ともにいいものでした。

男性いきいきセ ミナー

中高年男性のための料理教室

～料理の基本のフザを身につける～

主催 :香芝市役所 人権・共同参画課 (人 口7万人)

定員 :20人 応募者 :33人

香芝市では初めての中高年男性対象講座だつたこ

ともあり、定員を大きく上回り、毎年開催するこ

とになった。

●受講者の感想

*初めての料理で、楽しかった。

*楽しく、いろいろ教えていただきました。

*新 しい知識が増えた。仲間が多いのに驚いた。

*料理は初めて作つたが、大変楽しくできて、大満

足です。また、包丁などの使い方も勉強になりま

した。
彙包「 の級い方、野まf少 纂摯方等を、料・理の基本プ

ウハウをご教示くださり、身体を動かしての和気

あいあいとしたなかで受講でき、よいひと時を過

ごさせていただいた。

*今までは妻に任せっきりでしたが、今後は分担を

決めて、お互いに協力していきたいとの意識づけ

ができた。

*今後も開催をしてほしい。

野菜の切 り方や味つけのコツをプロか ら学びます。

包Tの持ち方や米の研 ぎ方な どの基本か ら始めますので、今まで

一度 も料理をしたことのない方 も安心 してご参加いただけます。

定年退繊後の人生を充実させるために役立つお話 も聞けます。

3月29日(土)10:00～ 14:30
香芝市中央公民館 翻理室

メコ =壇暴轟 ん、自い が、たまおぎとツナ麟 ダ、みそ汁

θ 隣 響 緩 富鶴清彦さ存(家 事として発男の手料覇 究場

参 議 薮 議 市内在住、在動030代、う0代の男性

θ 定 員 θ 20人 (応 募者多数の場合は拍選)

● 0加費 ● 1.500円程度 (材料費込み)

0中し込み 0お申し込み方法は裏面をごらんください

お申し込み・お問い3わせ先 香芝市役所 人権・共同参画課
〒0390292番芝市本町 1307番地

TEL:0745-7← 2001(内 線 452)FAX107菊‐7●3830

E¬鵬‖J4en ky●udOt10●●keSh晨 lgJp



20歳 から での総労働時間は

時間の合計

この議塵

.ための応援

| く 充実し

8方時間。60

ための知恵や情

20崚から∞晟までの総労働時間は約8万 強亀 60歳から80摯 までの自由な崎鋼の

合,Iも またわ 8万時嗣。60'は 人生の新たなスター ト地点です 残り20年以上ある

第2の 人生を棗しく 充実して場ごすにはどうすればよいかを―結に考えましょう.

この議座では 自分が惑らす地域の中に自分の居場所をつくるにはどうすればよい

かなど これからの人生に役立つ類恵や情望をいっばい学ぶことができます.

時:3月 17日 (月 )10830～ 15:30
場 :とよなかインキュベ‐ションセンター

腋急宝塚線・大阪モノレールf螢 池J駅西へ10o‐ トル

θ 露  籠,:全 国●珀0「

"o=●
カセ最ナー

=て
晏口嗜」らも菫蘊
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も大澪姜0

吉田着彦さん (フ リーライター 調撃齢
よ奎●市内で澪霞する人 0人 の方々 (予定)

日

会

●

●

吉田清彦が行つた最近の

主な講座のタイトル名及び主催者名

●お話のみ        
‐

*定年前から考える 人生再設計のススメ～会社人

間から生活人間になろう～ (4回連続講座 「華麗

なる地域デビュー入門講座」の 1回 目)

(NPO法 人 YMCAコ ミュニテ ィサポー ト)

*団 塊世代応援セ ミナー 後半人生の楽 しみ方
～これからが面白い第二の人生～ (単発)

(秋 田県中央男女共同参画センター)

*人生再設計のすすめ 会社人間から生活人間にな

ろう (3回連続講座 「男の生き方セミナー」の 1

回 目) (掛川市役所 地域振興課)

*男女共同参画講演会 団塊・シエアのための人生

再設計のすすめ ～これからがおもしろい 第 2

の人生～ (単発)

(兵庫県多可町 企画情報課 新生活倉1造室)

*公民館講座 男の生きがい広場 ～後半人生の楽

しみ方～ (単発)  (摂津市立鳥飼東公民館)

*団塊・ シエアのための 定年後の生活設計術 入

門講座 ～地域で自分の居場所をつくる～ (単発)

(摂津市いきいきネット相談支援センター)

藝
場:箕面市立申央生涯学習センター 講座室癬鞭 室 

｀帯亭

〒

“

2 11Xli葉 面市集面,1123(販 急電鉄r箕 面J駅 阪●′`スf案面Jから南車に礎歩7分 )

● 対 象 :お おむね 511歳以上の男性 24人 (応募者多数の場合は抽運〕

θ 参加費 :1500円 程度 (料理実習の材料費として)

● 中込み :中 央生涯学習センター窓日、往復葉書、Eメール、または、FAX
X使所、氏名 年齢、電話番号をお知らせくださル
X往復案書の場合、『返信Jの 表面によ,、
ご自身の住所と名前を記入して下さい。

X・ 中央生曖学習センターは 月曜日休館です。

● 織切 り :2008年 6月 14日 (土 )

主催 :箕面市立中央生涯学習センター
電話 :072-721-1507 FAX:0,272卜 1507

Eメ ール i cytRIOuk● @rvaple city mindl lg,P

●お話十料理
*定年後をいきいきと 男の生活力養成講座 (3回連
続講座)

(と よなか男女共同参画推進センター すてっぷ)

*団塊 。シエアのための 男の生き方塾 (3回連続
講座)        (羽 曳野市 人権推進課)

●料理+お話
*男女平等参画セミナー 中高年男性のための料理

教室 (入門編、初級編、中級編各 1回 )

(板橋区役所男女社会参画課 )

*男 の生き方セ ミナー 中高年のための料理教室
～気軽にできる台所料理～ (単発)

(三田市まちづくり協働センター)

*中高年男性のための料理教室～料理の基本のワ

ザを身につける (単発)

(香芝市役所 人権・共同参画課)

*父子戦隊チャレンジャー 父子で作ろう母の日料
理の巻 (単発) (大阪府島本町役場人権推進課)

*お父さんといっしょにお料理つくろ :(単発)

(香芝市役所 人権・共同参画課)

*男女共同参画講座 ～働くお父さんのための料理

講座～ お父さんといっしょにお料理つくろ!!(単

発) (兵庫県多可町 企画情報課 新生活創造室)

国

会

●

●
θ 対 拿 :おおむね50議 以上のかた

'定
員 :∞ 名

● 参加費 :2… 円(お弁当代含0
● 中込み :電話fAX・ Eメール

● 糠切り:2008年 3月 14日 (金 )

主 薇 :とよなカインキュベーカ ンセンター

周目詠 0←084● 1955 FAX:06684111922
Eメール :lnf“

“

yomka■ ■●u cOm

回 日 時 内   容

6月 28日 ● 定年後の人生再設計衛○
～会社人間から生活人間になろう!～

●
ｏ

日

“
５
ト

露
腱

定年後の人生再設計御②
～自分の気持ちを相手に伝えるコミュニケーション術を学ぶ～

●日
Ｈ

２

‐̈

１

■

Ｅ

■

定年後の人生導段ff術③
～地域で自分の居場所を探す            F

門20日 0
10:11～ :4■ 0

3月 3日 0
,o:ea～ 14:80

全国各地0「男
`講 椰 :盲田清彦さん愕劉 醸雛竃 騨鐵 翼「 嘔 礫


