
 

 

 

 

協働提案団体関連資料 

 

 

団体名 杉並女性団体連絡会 
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第一条（名称および構成） 

     本会は杉並女性団体連絡会と称する。 
   ２ 本会は杉並区の各種女性団体および個人をもって構成する。 
 第二条（目的） 
     本会は各団体の活動を通して、自由で豊かな生活を築くことを目的とする。 
 第三条（事業） 
     本会は各女性団体の活動の紹介と情報交換、および必要に応じて共同事業をおこなう。 
 第四条（委員および事務局） 
     本会は総会において、運営委員若干名、および会計監査委員を選出する。運営委員によ

り、代表、会計を互選する。但し、委員の任期は１年とする。 
   ２ 本会の事業を遂行するために、事務局は、運営委員会の定める所におく。 
第五条 （会議） 

本会は総会、定例会、運営委員会の会議をもつ。 
   ２ その他、必要に応じて、各種委員会をもつことができる。 
 第六条（会費および会計） 
     本会の会費は総会において決定する。 
   ２ 本会の会計年度は、４月１日にはじまり、翌年３月 31日までとする。 
 第七条（会則の改正） 
     会則の改正は、総会において加盟団体の過半数の賛成を得ておこなうものとする。 
 附則  この会則は昭和 54年 11月 20日より施行する。 
     1991年 3月 20日に一部改正する。 
     1994年 4月 20日に一部改正する。 

 

杉並女性団体連絡会会則 



2021年3月現在

Ｎｏ 団体・グループ名 代表者

【団体会員】

1 アジアの芸術と文化を語る会 岩橋春美

2 アドボケイト杉並 小松久子

3 一冊の会 大槻明子

4 NPO法人自然と動物を考える市民会議 塩坪三明

5 高円寺東公園育て組土づくり隊 有住和子

6 古典文学を読む会 北野栄子

7 子どもの人権を考える会 富沢よし子

8 自治市民の会 小井みずほ

9 女性と子どもの健康を考える会 伊藤加那子

10 女性の権利を考える会 奥山妙子

11 知られざる女性作曲家＆小林緑カンパニー 小林緑

12 新日本婦人の会　杉並支部 織田ふき子

13 杉並藍の会 荒川紀美江

14 杉並区消費者の会 寺田かつ子

15 杉並区職員労働組合　女性部 河野佐知子

16 杉並区・図書館を考える会 鳥生千恵

17 杉並・言葉と表現の会 遠藤織枝

18 杉並・働く女たちの会 原民子

19 杉並母親連絡会 小林久枝

20 杉並民主商工会　婦人部 山中和子

21 杉並ユネスコ協会 朝倉洋子

22 スタジオデュオ 石坂俊子

23 ちいさいおうち文庫 坪内美津子

24 地球の資源を活かす会 向山京子

25 東京都教職員組合杉並支部女性部 横山美佳

26 婦人民主クラブ 浜谷さち子

27 「街と子ども」プロジェクト 松尾百合

28

【個人会員/賛助会員】

杉並女性団体連絡会会員名簿

石崎暾子　市川玉実　大野克子　大野田鶴子　岡田弥生
岡本波津子　織田宏子　加藤雅子　河周子  小関啓子
鳴嶋恵美子　林美紀子　矢崎芳子　山田ヒサエ  小野良子



 2021年度運営委員 

役割 氏 名 団体名 

代表 
田村 繁子 

鳥生 千恵 

杉並区消費者の会 

杉並区・図書館を考える会 

書記 
鳥生 千恵 

渡辺 典子 

杉並区・図書館を考える会 

自然と動物を考える市民会議 

研修 

岩橋 春美 

石坂 俊子 

小野 良子 

小井みずほ 

加藤 雅子 

佐藤 直子 

田村 繁子 

坪内美津子 

富沢 由子 

鳥生 千恵 

鳴嶋 恵美子 

原 民子 

アジアの芸術と文化を語る会 

スタジオ デュオ 

個人 

自治市民の会  

個人 

杉並ユネスコ協会 

杉並区消費者の会 

小さなおうち文庫 

子どもの人権を考える会 

杉並区・図書館を考える会 

個人 

杉並・働く女たちの会 

広報 

鳥生 千恵 

小野 良子 

原 民子  

杉並区・図書館を考える会 

個人 

杉並・働く女たちの会」 

会計 
田村 繁子 

小野 良子 

杉並区消費者の会 

個人 

監査 
早川 美和子 

向山 京子 

 婦人民主クラブ 

 地球の資源を活かす会 

 

2020年度杉並区協議会・懇談会等派遣委員 

  杉並区男女共同参画推進区民懇談会委員 原 民子 

  杉並区社会を明るくする会  代表が参加 

  杉並区交通安全協議会    代表が参加 

 



杉並女性団体連絡会 

2020 年度決算及び 2021 年度予算報告 

（2020 年度総会議案書より） 

 

 

               2020 年度決算報告 

 

自 2020 年 4 月１日至 2021 年 3 月 31 日 

総収入 60,242 円  総支出 34,843 円 

差引残高 25,399 円（次年度繰越金） 

 

上記の通り報告いたします。(印影省略) 

     会計 田村繁子 小野良子 

監査の結果、以上に相違ないことを確認いたしました。(印影省略) 

     会計監査 早川美和子 向山京子 

 

 

 

 

 費目 予算額 決算額 備  考 

収

入 

繰越金 19,742 19,742  

会 費 60,000 27,000 1,500円×40（団体・個人） 

協力金 0 0  

雑収入 0 13,500 寄付、預金利息 

合 計 79,742 60,242  

支

出 

研修費 0 0 自主研修、研修参加費等 

広報費 15,000 1,380 ニュース発行（印刷・紙代等） 

通信費 30,000 20,348 郵送・切手代 

会議費 5,000 10,955 資料コピー代等 

事務費 10,000 2,160 事務用品、消耗品等 

活動費 0 0 交通費（他団体との交流費）、 

雑 費 10,000 0 平和映画会補てん等 

予備費 9,742 0  

合 計 79,742 34,843  



2021 年度予算 

 

 

 

  費目 予算額 備  考 

収

入 

繰越金 25,399   

会費 60,000 1500円×40（団体・個人） 

寄付 0   

雑収入 0 預金利息 

合計 85,399   

支

出 

研修費 0 自主研修、研修参加費等 

広報費 15,000 ニュース発行費（印刷・紙代等） 

通信費 30,000 郵送料等 

会議費 15,000 資料コピー代等 

事務費 10,000 事務用品、消耗品等 

活動費 0 交通費（他団体との交流費を含む） 

雑費 10,000 平和映画会補てん等 

予備費 5,399   

合計 85,399   

以上 



杉並女性団体連絡会の活動紹介 

「杉並女性団体連絡会（略称：杉女連）」はその前身である「杉並婦人団体連絡会」の設立から数えて、すで 

に 45年の歴史を持つ団体です。さらにその活動の源をたどると、1954年（昭和 29年）に公民館を中心に活 

動し、原水禁署名運動でも活躍した杉並婦人団体協議会に行きつきます。 

杉女連は設立時から現在に至るまで一貫して、会員間の交流と男女共同参画社会実現のための学習、意識啓 

発を目的として、各種講座、映画会、学習会、見学会など多岐にわたる活動を行ってきました。以下に最近の 

活動実績の主なものを紹介します。 

2013 年度 

１． 杉並区立男女平等推進センター講座の企画運営  於：男女平等推進センターゆうホール 

「お話と実技 いつまでも元気に若々しく！」 

  第 1回 10月 4日（金）「全身ストレッチ」 講師：山本さくら（パントマイミスト）  

  第 2回 10月 25日（金）「能に学ぶ和のエクササイズ」 講師：安田登（能楽師） 

  第 3回 11月 15日（金）「排泄障害予防講座」講師：西村かおる（日本コンチネンス協会会長） 

２．区との共催事業 

3月 15日（土）平和を願う映画会「『この空の花 長岡花火物語』映画上映と大林宣彦監督との対談」 

  於：セシオン杉並ホール 

３． 主催事業 

① 6月 22日（土）「男女平等と憲法 ～起草者ベアテさんからのメッセージ～」 於：中央図書館ホール 

第1部 講師：高見沢たか子（ノンフィクション作家） 

第2部 ドキュメンタリー映画上映「私は男女平等を憲法に書いた」 

第3部 リレートーク：小林緑（国立音大名誉教授）・熊谷博子（映画監督）他 

② 12月 8日（日）「山川菊枝の思想と生涯」 

第1部 講師：井上輝子（和光大学名誉教授） 

第2部 DVD上映「姉妹よ まずかく疑うことを習え」 

４．他団体との共催事業 

  ①6月 12日（土）「憲法誕生の“ヒミツ”と私～女学生で迎えた日本国憲法～」 主催：歴史を訪ねる会＠杉並 

講師：関千枝子（ジャーナリスト、元毎日新聞記者） 於：高井戸区民センター 

② 6月 30日（日）「TPP参加？！私たちの暮らしはどうなるの？」 主催：福祉フォーラムすぎなみ 

           講師：鈴木宣弘（東京大学大学院教授） 於：阿佐谷地域区民センター 

③ 11月 17日(日）「家族法の現状と課題～女性・婚外子の差別撤廃を今こそ」主催：子どもの人権を考える会 

           講師：打越さく良（弁護士）、吉岡睦子（弁護士） 於：阿佐ヶ谷区民事務所２F会議室 

 

2014 年度 

１．杉並区立男女平等推進センター講座の企画運営  

  「防災・減災連続講座 ～女性・男性みんなの視点で～」 

  第 1回 1月 10日（土）「よりよい避難所と支援とは～健康と医療から～」 

講師：石井美恵子（東京医療保健大学准教授） 於：中央図書館ホール 

  第 2回 1月 24日（土）「男と女、共働する社会を今こそ」 

      講師：竹信三恵子（和光大学教授） 於：阿佐谷地域区民センター集会室 

  第 3回 2月 7日（土）「支え合うしくみ作りへ ～被災地から学ぶ～」 



 

      講師：宗片恵美子（NPO法人イコールネット仙台代表理事） 於：中央図書館ホール 

２． 区との共催事業 

3月 14日（土）平和を願う映画会「『アオギリにたくして』映画上映と俳優、製作スタッフ等のトーク」 

於：セシオン杉並ホール 

３． 主催事業 

①11月 16日（日）「すぎなみの女性の歩み 60年 ～杉並女性団体連絡会の歴史にふれて～」 

    講師：丸浜江里子（原水禁署名運動研究者） 

    パネラー：石崎敦子、寺田かつ子、岡本波津子 

②「洋画家 佐野ぬいの人と作品『青を探して』」・・・（杉並区後援） 

12月 6日（土）DVD上映 於：西荻図書館多目的ホール 

12月 12日（金）作品鑑賞会 於：区役所 1階ロビー 

 

４． 他団体との共催事業 

11月 29日(土)「ドキュメンタリー映画『ひめゆり』上映と柴田正平監督のお話」 

      主催：杉並ユネスコ協会  於：セシオン杉並ホール 

５． 自主研修 

① 関東大震災朝鮮人犠牲者追悼集会への参加と関連施設等見学 

② 防災講座事前学習会 

③ NWEC男女共同参画推進フォーラム 

 

2015 年度 

１． 杉並区立男女平等推進センター講座の企画運営 「防災・減災連続講座 ～女性・男性みんなの視点で『何をし

たら？』から一歩」 

12月 5日（土）於：あんさんぶる荻窪 4階第 2教室  

  午前 「講義と防災食の試食」 講師：浅野幸子（防災と男女共同参画研修推進センター共同代表） 

  午後 ワークショップ 

２． 区との共催事業 

3月 14日（土） 平和を願う映画会「『父と暮らせば』映画上映と斎藤とも子さんのお話」 

於：勤労福祉会館ホール 

３．自主研修 

① 第 3回国連防災世界会議報告会 

② 映画「何を恐れる」上映会 

③ NWEC男女共同参画推進フォーラム 

④ 性的マイノリティ問題学習会  

 

2016 年度 

１． 杉並区立男女平等推進センター講座の企画運営 於：阿佐谷地域区民センター 

12月 11日（日）「防災・減災連続講座 女性・男性みんなの視点で ～災害弱者と防災まちづくり～」 

講師：長谷川万由美（宇都宮大学教授・杉並区防災会議学識委員） 

パネラー：大井妙子（高齢者施設管理者）、佐々木あき（LGBTの立場から）、内藤じゅん（アレルギーの子を



持つ親）、高橋博（杉並区障碍者団体連合会会長） 

２． 区との共催事業 

3月 12日（土）平和を願う映画会 「『ソ満国境 15歳の夏』映画上映と監督及び原作者のお話」 

於：勤労福祉会館ホール 

３． 主催事業 

① 7月 20日（水）杉女連サロン第 1回「杉並の原水禁署名運動と女性たち」 

講師：丸浜江里子（原水禁署名運動研究者） 於：ゆう杉並 

② 9月 14日（水）杉女連サロン第 2回「婦人参政権・有権者運動のこれまでとこれから」 

講師：小林五十鈴  於：ゆう杉並 

③ 11月 23日（水）杉女連サロン第３回「日本語の中の女性差別～イザナミからギャルまで～」 

講師：遠藤織枝（元文教大学大学院教授） 於：中央図書館ホール 

④ 9～11月 韓国語・中国語入門の基礎の基礎講座 

講師：岩橋晴美（韓国語）、鳥生千恵（中国語） 於：ゆう杉並 

４． 自主研修 

① NWEC男女共同参画推進フォーラム 

② 高麗博物館企画展示「奪われたのにも春は来るか 鄭周河写真展」  

③ 女性たちが伝える震災と復興 「フォトボイス」 

④ 市川房江記念館主催「国の 2017年度予算案を聞く会」 

 

2017 年度 

１． 杉並区立男女平等推進センター講座の企画運営 於：あんさんぶる荻窪 4階第 2教室 

「表現する女性、表現される女性 ～表現するよろこび～」講師：渡辺みえこ（詩人・画家・文芸評論家） 

第 1回：11月 18日 講演「近・現代の絵画と文学に見る女性」 

第 2回：11月 25日 実技「自画像を描こう（鉛筆を用いた自画像の制作） 

２． 区との共催事業 

3月 17日（土） 平和を願う映画会「『この世界の片隅に』映画上映とお話」 

於：セシオン杉並ホール 

３． 主催事業 

6月 11日（日） 映画「兼子」の上映と講演  

講師：小林 緑（国立音大名誉教授） 於：中央図書館ホール 

４． 自主研修 

① 杉並区配偶者暴力相談支援センターの現状と課題説明会 

② NWEC男女共同参画推進フォーラム 

③ 全国シェルターシンポジウム 

④ SDGｓセミナー報告会 

 

2018 年度  

１． 杉並区立男女平等推進センター講座の企画運営  

「私も活躍できますか？～法律から現実へ」 



第 1回：10月 20日（土）「『女性差別撤廃条約』からつながる法律いろいろ」於：中央図書館ホール 

            講師：武田万里子（津田塾大学学芸学部国際関係学科教授） 

第 2回：10月 27日（土）「より良い日本のあり方をめざして～男女平等への道のり」於：ウェルファーム杉並 

             講師：若尾典子（佛教大学社会福祉学部福祉学科教授） 

２． 区との共催事業 

3月９日（土） 平和を願う映画会 「『夕凪の街 桜の国』上映と佐々部清監督のお話」 

於：セシオン杉並ホール 

３． 主催事業 

① 杉女連サロン お話と絵画制作の体験「女性と表現」 於：杉並協同プラザ 

講師：渡邊みえ子（詩人・画家・文芸評論家） 

第１回 11月 10日（土）「女性画家の作品を知る」 

第 2回 11月 17日（土）「実技： 自画像、ダイアナ像など」 

② 6月 8日（金）「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」学習会 

４． 他団体との共催事業 

① 3月 4～9日「原爆の図第 10部《署名》を見よう」於：セシオン杉並展示室 

② 2月 25日（日）学習会「身近な差別～性の自己決定と女性障がい者」  

主催：杉並・ことばと表現の会 於：あんさんぶる荻窪 

５． 自主研修 

① 「かつら文庫」見学 

② 丸木美術館「原爆の図 第 10部『署名』」見学ツアー 

 

2019 年度 

１．杉並区立男女平等推進センター講座の企画運営 於：杉並区立産業商工会館 1階展示室 

  「すべての子どもが輝くために 学校と男女平等」 

  第 1回 11月 10日（土）「隠れたカリキュラムとジェンダー平等教育」 

講師：村松泰子さん（公益財団法人日本女性学習財団理事長）  

  第 2回 11月 16日（土）「男と女、共働する社会を今こそ」 

      講師：橋本紀子さん（女子栄養大学名誉教授） 

２．区との共催事業 

平和を願う映画会 「『あの日のオルガン』上映とプロデューサーのお話」・・コロナのため中止（3月） 

３．自主研修 

  ①高麗博物館企画展示「江戸時代の朝鮮通信使 ―260年続いた平和の交隣関係―」見学  

 

2020 年度 

１． 杉並区立男女平等推進センター講座の企画実施 於：杉並区立阿佐谷地域区民センター 

「社会とジェンダー ～昔と今のつながり～」 

   講師：渡辺典子さん（日本女子大学、武蔵野美術大学他講師） 

２．区との共催事業 

平和を願う映画会 「『あの日のオルガン』上映と村松監督のお話」・・・コロナのため中止（3月） 



人員体制名簿 

 

・統括責任者： 鳥生千恵 （杉並女性団体連絡会共同代表） 

・会計及び事務関係リーダー： 鳥生千恵、田村繁子 （いずれも共同代表） 

・分類見直しリーダー： 小野良子 （他区女性センターで司書経験 20年） 

・配架見直しリーダー： 坪内美津子 （自宅で文庫開設、元図書館協議会委員） 

・地域資料目録化リーダー： 渡辺典子 （ジェンダー平等教育専門家） 

・ブックリスト作成リーダー： 加藤雅子 （元中学校教員・司書教諭） 

・レファレンスリーダー： 渡辺典子、原民子 （ジェンダー平等教育専門家、元婦人相談員） 

・読書会リーダー： 岩橋春美 （読書会を長年運営） 

・「著者を囲んで」講演会リーダー： 石坂俊子 （コーディネーター経験 15年） 

 


