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「With You さいたま」は、埼玉県の男女共同参画社会づくりのための総合拠点施設です。
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　COVID-19と呼ばれる新型コロナウイルス感染
症が世界各地で広がりました。
　この前例のない健康危機はあらゆる人に脅威
をもたらしましたが、特にシングルマザー、障害の
ある女性、外国籍の女性、性産業に従事する
女性たちはいっそう厳しい状況に置かれました。
妊産婦や医療従事者の女性たち、家庭内での
ケアを担う女性たちの負担も大きくなりました。
　国際機関は即座に女性に焦点をあてた政策的

対応の必要性を提示し、国内でもＤＶ被害者に
対する相談窓口の設置や特別定額給付金の避
難者への特例措置など、緊急の支援策が実施さ
れました。
　今回のような深刻な世界的危機の教訓とし
て、国内でも、性別、年齢別、障害等ジェンダーを
含む複合的な視点によるデータの収集と分析を
進め、それらの情報を世界と共有していく必要が
あります。
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トライアル共催事業

通
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イベントカレンダー 7月～11月

Yes means Yes！
性犯罪をめぐる世界の動きと日本
▶７月28日（火）より動画配信
▶伊藤和子
　（弁護士・ミモザの森法律事務所代表）

性暴力防止セミナー

女性の生きづらさの正体
～貧困の構造を知り、解決策を探る～
▶13:30～15:30
▶竹信三恵子（ジャーナリスト・和光大学名誉教授）

女性の貧困問題講演会

多様化する災害と多様性に配慮した地域防災
～男女共同参画の視点から～
▶13:30～16:00
▶浅野富美枝
　（宮城学院女子大学生活環境科学研究所研究員）

女性防災フォーラム

多世代ワールドカフェ

働き方（仮）
▶13:00～15:30
▶石崎裕子（跡見学園女子大学准教授）

てんかん教室（仮）
▶14:00～16:00
▶埼玉県立小児医療センター医師

県民のための医療セミナー

男らしさの呪縛からの解放
▶13:30～16:00
▶対談：武田砂鉄（ライター）・白岩玄（小説家）

メンズプロジェクト講演会

県内で活動する団体への支援事業です。
申込みは各団体で受け付けています。
詳しくはホームページでご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止策の実施状況により、変更になる場合があります。

２8
火

7
月

８
月

9
月

10
月

11
月

２2
土

２6
土

17
土

24
土

14
土

13:30～16:30（連続２回）
３０代・４０代のためのハッピーライフプラン
特定非営利活動法人JCPFP

①9/5土　②9/12土

8/29土 ・ 9/19土
10/31土 ・ 11/21土  

13:00～15:00
人生100年時代の心と体の健康長寿
～素敵な自分になる生き方講座～
NPO法人ヒューマンシップコミュニティ

①9/27日　②10/11日  

13:30～16:20
女性のためのライフサポートセミナー
四つ葉のクローバー

①9/20日　②10/18日 

10:00～12:00（連続４回）
あなたの夢を具体化するStartup Club
一般社団法人Happy-Casket

①9/28月　②9/29火
③10/5月　④10/6火  

「離婚を迷う女性のための生き方セミナー」
離婚を迷う女性・
シングルマザーの生活に不安を感じる女性

　　　　　  マークのあるセミナーは、埼玉県女性キャリアセンターへお申込みください。
※ イベントカレンダーの日時や内容は変更することがありますので、ご了承ください。

対
象

9/2水 ・ 9/30水
10/14水 ・ 11/4水  

グループ相談会「しごと準備カフェ」
働きづらさ・生きづらさに悩む自立・
就業をめざす、おおむね45歳以下の女性

対
象

毎月２回　第２・４木曜日 

「さいがいつながりカフェ」
県内に避難されている方の交流会
詳しくはホームページでご確認ください。

11:00～15:00

8/29土 ・ 9/19土
10/9金 ・ 10/31土 ・ 11/21土  

グループ相談会「ママ・カフェ」
自立・就業を目指すシングルマザー等の方

（小学校低学年までのお子様をお持ちの方）
対
象

女性リーダー
育成講座

女性リーダー育成講座は、学びと実践、そして出会いの場です。地域
でリーダーとして頑張っている人、これから活動したいと考えている
人、ここで出会い、新たな一歩を踏み出しませんか？

2020年8月22日土
全8回（毎月1回・連続講座）
With You さいたま セミナー室

詳細はWith You さいたまホームページをご覧ください。

開講日

会　場

受講生を
募集

しています

〒330-0081 さいたま市中央区新都心２-２
TEL  048-601-3111
FAX  048-600-3802

http://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/

※利用時間には、準備及び後片づけの時間も含みます。

▲携帯サイトでも
利用案内を発信
しています

TEL 048-600-3800
月曜～土曜／10:00～20:30

（年末年始、祝日、第３木曜日を除く）

TEL 048-601-1023
月曜～金曜／10:00～11:30
                  12:30～16:30

TEL 048-601-5810

月曜～土曜／  9:30～17:30
（年末年始、祝日、第３木曜日を除く）

講座やイベントの申込み方法
市町村、男女共同参画関連施設、図書館、公的施設
などに開催日の約１か月前からチラシが配布される
他、With You さいたまホームページにも掲載します。

保育サービスを実施しています
With You さいたま主催の講座への参加や面談
などの際に、６か月から未就学のお子様（講座・
イベントにより小学校3年生まで）の保育サービス
を実施しています。
▶保育料　お子様1名につき３００円

予約制

埼玉県マスコット
「コバトン」
「さいたまっち」

彩の国
埼玉県

With You さいたま
埼玉県男女共同参画推進センター

With You さいたま相談室

埼玉県女性キャリアセンター

●ハローワーク求人情報の提供
月曜～土曜／  9:30～17:30
月曜～土曜／10:00～17:00

電話相談
受付時間

電話相談
受付時間

受付時間

求人情報の検索
求人情報の紹介

面談相談予約

セミナー受付
女キャリ

いずれも10:30～12:00 女キャリ いずれも14:00～16:00 女キャリ

いずれも13:15～15:15 女キャリ

女キャリ

午 前／  9:30～12:00
午 後／13:00～17:00
夜 間／18:00～21:00

月曜～土曜／9:30～21:00
日曜・祝日／9:30～17:30
休　館　日／年末年始、第３木曜日

開館時間

貸出施設のご利用時間
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With You さいたま
ホテルブリランテ武蔵野３・４F
さいたま新都心駅から徒歩５分
北与野駅から徒歩６分

地域を変えよう！
女性の      で声
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いしだ ななせ　川口市在住。ものづくりコーディネート会社
（NANASE株式会社）経営。年々減少する町工場が抱える悩みを
解決し、後世までその技術と知恵を伝えるため、「町工場のお医者
さん」を目指し日々活動中。６人の子育ての経験を生かしつつ、男
性社会の町工場で職人気質の人々と、きめ細やかなコミュニケー
ションを図りながら活躍している。

●朝起きてまずすること…子供たちを起こす
●好きな食べ物…いちご
●好きな本…中川淳『小さな会社の生きる道。』
●リラックス・タイム…走っている時
●尊敬する人…母
●５年後の私…このまま、私は私の道をいく！
　そのとき感じた正しいことを信じて、目の前にある悩みを解決
　しながら、このまま進んでいるのかなと思います。自分が思った
　ことをやって楽しく生きてるはず。楽しくなきゃ人生じゃない！

現代の吟子たちに聞く
第15回 「さいたま輝き荻野吟子賞」の受賞者・石田七瀬さんにお話をうかがいました。

石田　七瀬　(ものづくりコーディネート会社経営)
  ISHIDA NANASE　

“人も技術もつなぐ
 「町工場のお医者さん」”

第１６回
さいたま輝き荻野吟子賞

候補者募集

埼玉県では、日本初の公認女性医師となった
荻野吟子にちなみ、男女共同参画の推進に功
績のあった個人や団体、事業所を表彰します。

県内在住（勤・学）又は県出身で、各分
野にチャレンジし、今後更なる活躍が
期待できる４０歳未満（令和３年４月１
日時点）の方。市町村、団体または県
民による推薦。

●❶
さわやかチャレンジ部門

（40歳未満の個人）
県内に所在し、男女が共同して参画
することができる職場づくりに積極
的に取り組んでいる事業所。市町村、
団体、事業所、県民又は県地域振興セ
ンター所長による推薦（自薦も可）。 

●応募方法
所定の推薦書（県ＨＰ、県男女共同参画課、With 
You さいたま、県地域振興センターで入手）
を、埼玉県男女共同参画課へ提出。
●応募期間
　令和２年８月３日（月）～９月30日（水）
●問合せ　埼玉県男女共同参画課

TEL　048-830-2921
FAX   048-830-4755

❷
いきいき職場部門

（事業所）

械装置の製造メーカーやプレス加工工場で、１５年以上購買を担
当してきました。当時、何も分からなかった私は、協力会社の町工

場の方々から、原材料や加工方法、機械の種類など、様々なことを教え
ていただきました。
　そのうち町工場からも、「加工先がないんだけど、どこか知らない？」
と相談されることが増えてきたんです。実はものづくりの町で有名な川
口市だけみても、最盛期から７０%以上町工場が減少しているんです。
　当時、勤務していた会社でも、協力会社さんの高齢化のために、先の
ことを考えると、新しく加工可能な先を探さなければいけないことが増
えてきていました。マッチングをやっている会社さんや、コンサルタン
トの方にご相談したものの、なかなか自社にピッタリの所が見つからな
い。自分で探した方が良いところが見つかり、取引につながったという
ことが続いていました。「何かこう、うまく町工場を『つなぐ』会社ってで
きないかな？　町工場が減って加工先も減っているけれど、そうした
ら、みんながWIN-WINになれるかも？」と夫に相談したところ、「やって
みたらいいじゃない」となり、今の会社を立ち上げたのが2年前です。

育てと仕事って、一見、別のように見えるけれど、実は似ていま
す。子供も同じ子っていないように、お客様もみんな違います。

子供に何かを伝える時、直球で言って分かってくれる子、例を挙げな
がら時には変化球を投げないと分かってくれない子、同じ兄弟でも違
います。
　お客様も一緒。同じ球で解決できることはほとんどありません。
　その会社会社によって投げる球も、アプローチ方法も違う。その種
類が多ければ多いほど、解決できることも多くなる。

　1つ投げてダメでもめげない所は、6人の子育てで鍛えられてきた
からだと思います。

できる最善のことを提供して、相手が見えていない引き出しを
開き、何ができるか一緒に考える。私が目指しているのは町工場

のお医者さんです。ちょっとしたことでも、いつでも相談していただけ
る存在になりたいと思っています。
　その一環として子供たちがものづくりをしたいと思う世の中を作る
こと、うちなんて……と思っている町工場さんに「日本のものづくり技
術は大切なんだ」と啓発・啓蒙していくのも私たちの仕事だと思ってい
ます。そういう意味で、私はコーディネーターであり、時にはお医者さ
んでもあると思っています。
　お話している中で「元気もらえた！」「パワーもらえた！」という方が
一人でも増えていただけたらいいなと思っています。

後は、工場の中で一杯飲みながら、ものづくりについて語る
『町工bar』や、子供たちが手軽にものづくりを体験できる『も

のづくり基地』を作りたいと思っています。
　町工場の人って近寄りがたい雰囲気があるという方もいるのです
が、実は皆さんシャイなだけで良い方たちなんですよ。そういう方た
ちと交流できる場所を作りたいと思っています。
　つながりって大切で、「人と人とが関わることでできるものってすご
いんだよ！」ってことを、実際に体験しながら伝えられる場所を提供で
きたらと思っています。
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2020年は「埼玉県男女共同参画推進条例」が制定
されてから20年、また1995年に中国・北京で行われた第４
回世界女性会議（北京会議）から25年という節目の年でも
あります。

　みなさんは、男女共同参画の「参画」という言葉をどのよ
うな意味にとらえていますか？あまり耳慣れない、硬く難しい
言葉だと思っていませんか。
　「参加」という言葉は誰もが耳なじみのある言葉だと思
います。参加という言葉を口にするとき、私たちはすでにある
ものや出来たものに加わる、自ら企画したものではないイベ
ントや行事に加わる、という意味合いで使っているのではな
いでしょうか。
　「参画」はというと、最初から物事を一緒に考え、実施す
る、という意味で使います。
　つまり、この男女共同参画の「参画」という言葉には、女
性も意思決定過程の中枢に加わるという重要な意味が含
まれています。男女共同「参加」ではなく「参画」という言葉
を使用しているのには、男女が対等の立場で互いに協力し
て参画することが必要不可欠だという基本認識が根底に
あるのです。

　埼玉県における条例制定のきっかけは、1997年（平成9
年）2月議会の「全国の自治体に先駆けて基本条例の制定
を」という男性議員の質問でした。さらに、同年9月議会では、
女性議員の「全国最初の条例制定を目指してほしいがどう
か」という質問に、当時の副知事が「海外の法令や実効性の
ある制度の導入の可能性などについて、研究を深めてまいり
たい」と答えました。
　当時、性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく
社会慣行は依然として根深く、特に埼玉県においては、核家
族世帯率が高く、女性の労働力率が出産・子育て期に大きく
低下する傾向がありました。また、男性は通勤時間が長く、家
事・育児・介護等の家庭生活における参画が必ずしも十分で
はありませんでした。
　繰り返し議論を重ねて2000年（平成12年）3
月、県議会において全国初となる「埼玉県男女
共同参画推進条例」が可決成立し、4月1日に
施行されました。

2000年（平成12年）３月、埼玉県では全国に先駆けて「埼玉県男女共同参画推進条例」を制定しました。
この条例は、男性と女性が互いに人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、
その個性と能力をあらゆる分野で十分に発揮することができる社会の実現を目指し制定したものです。
制定から20年が経過した今、男女共同参画社会は実現されているのでしょうか。
埼玉県の男女共同参画の現状と、そこから見えてくる今後の課題について考えてみましょう。

埼玉県
男女共同参画推進条例 制定　　　　周年

　世界規模の女性会議が開催され、埼玉県では条例制定から２０
年が経過しましたが、男女共同参画社会は実現されたのでしょうか。
　埼玉県の意識・実態調査の結果を見ても、現状では様 な々場面
で男女の地位が平等になったと感じている人は多くありません。
　しかし、例えば女性の２人に１人が四年制大学に進学するなど、
自分のライフスタイルを自由に選択できるようになったのは、北京会
議世代の女性たちがジェンダー平等のために取り組み続けた結
果なのです。
　彼女たちは今もなお「当時の女性運動の高まりを持続させた
い」と活動していますが、現在の若年者層の中には、25年前の北京
会議について知らない人も少なくありません。
　すべての世代――特にこれからの社会を担う若い世代が、北京
会議をはじめとした女性たちの活動の歴史を知り、その成果と課題
を未来につないでいくことが重要です。

　2020年――新型コロナウイルス感染症COVID-19によるパン
デミック（世界的大流行）で世界は未曽有の危機に直面しました。
　このような中、アイスランドやノルウェー、ドイツや台湾、ニュージー
ランドなど、女性がリーダーシップを発揮した国 も々存在し、その冷
静な姿勢や決断力、迅速な対応や施策で注目を集めました。これは
女性であっても混乱に対処する能力が十分にあることを、改めて世
界に示したともいえます。
　日本における女性の政治参画状況のデータからは、政治分野に
おける女性リーダーの少なさが読みとれます。
　都道府県議会における女性議員の割合はわずか11.4%、埼玉
県議会においては15.1%です。衆議院の女性議員比率も9.9%と
非常に低い数値であり、これは世界191か国中165位です。
　2018年に「政治分野における男女共同参画推進法」が成立
しましたが、今もまだ政治分野においては女性の参画が十分である
とはいえません。
　今回の新型コロナウイルス感染症の流行のような、深刻な危機の
際に実施される政策は、男性と女性ではそれぞれ異なる形で影響
を受けることもあります。
　そのようなときに必要になるのは、男性と女性の双方のニーズを
把握し、ジェンダーに配慮した対応策です。そのためには政治分野
の意思決定の場に、女性の存在が必要不可欠です。
　女性が当たり前に男性と対等に生きられる社会の実現のため
に、私たち一人ひとりに何ができるか、埼玉県男女共同参画推進条
例制定から20年たった今、もう一度考える機会をもってみてはどう
でしょうか。

埼玉県の男女共同参画の現状と課題

「男女共同参画推進条例」
って何？ 

「第４回世界女性会議」
って何？ 

すべての世代が
男女平等の未来のために

世界的危機に求められる
女性の政治参画と女性リーダー

この条例は、県、事業者及び県民 
の責務を明らかにし、男女共同参
画の推進に関する施策について
総合的かつ計画的に推進するた
めに全国に先駆けて平成12年3
月に制定されました。

❶ 男女の人権の尊重
❷ 社会における制度や
 　慣行についての配慮
❸ 政策や方針の立案及び
 　決定への共同参画
❹ 家庭生活における活動と
 　社会生活における活動の両立
❺ 生涯における性と生殖に
 　関する健康と権利の尊重
❻ 国際的協力

内閣府 男女共同参画局「令和2年度5月 全国女性の参画マップ」より

（令和元年6月13日現在）

グラフの結果を見ると、女性はほとんど
すべての分野において平等になっているとは
感じていないみたいだね

特に「政治」や「社会通念や風潮」は
男女ともに不平等を感じている

人が多いよ　　

「男は仕事、女は家庭」といった性別による
役割分担の意識は以前より薄れてきたと
感じていたけれど、一度根付いた
意識や慣習が変化するには時間が
かかるのかもしれないね

まだまだ課題はたくさんありそう

15.1％
11.4％

22.0％
14.6％

都道府県議会における
議 員 の 女 性 割 合
市 町 村 議 会 に お け る
議 員 の 女 性 割 合

9.9％

47名

2名

埼玉県
全国平均

埼玉県県民生活部男女共同参画課「平成30年度 男女共同参画に関する意識・実態調査 報告書」より
※ わからない・無回答は除く

25.6
平等になっている どちらともいえない

45.7
12.1
20.7

4.2
11.1

3
7.9
11.7

30.5
3.3
9.4

46.6
26.3

47.9
49.1

65.5
55.7

68.5
60.5

43.7
32.7

60.7
53.7

24.2
24.7
25.2
21.7

17.5
19.3
19.8
23.9
29
26.3
30
30.4

家 庭 生 活

職 場

政 治

社 会 通 念 や 風 潮

法 律 や 制 度

社 会 全 体

女性
男性

平等になって
いない男女の地位の平等感グラフ

１

埼玉県における女性の政治参画状況グラフ
２

日本における女性の政治参画状況

首　長

（平成30年10月1日現在）（市区町村長議会議長は平成30年7月1日現在）

議会の長

ＩＰＵ「Women in national parliament」より　令和２年１月１日現在、調査対象国191か国
内閣府「令和元年度 地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」より

（令和２年１月１日現在）

（令和元年7月30日現在）

22.9％参 議 院 の
女性議員比率

衆 議 院 の
女性議員比率国会議員

の
女性比率

グラフ
3

日本の衆議院の女性議員比率は
世界165位

下院又は一院 24.3%
　　　　上院 24.4%

世界平均

　第４回世界女性会議（北京会議）は、25年前――1995
年（平成7年）に国連の主催により北京で開催されました。
　これは「平等・開発・平和への行動」をテーマに、女性の権
利の実現や社会的地位向上をめざした、アジアで初となる最
大規模の会議でした。
　北京会議の最大の成果は「北京宣言及び行動綱領」が
採択されたことにあります。
　北京宣言はジェンダー平等と女性のエンパワーメント（力
をつけること）促進に向けて各国政府がコミットメント（誓約）
を発表し、これを実行していくことが求められました。
　また行動綱領では、貧困、教育、健康、女性への暴力、政治
参加など、12の重要分野について、各国政府、国際機関、
NGOが取り組むべき具体的な行動を示しました。
　日本においてもこの行動要綱やビジョンを踏まえ、「男女共
同参画2000年プラン」の策定が行われ、1999年（平成11
年）6月には国会で全会一致による可決成立を経て、「男女
共同参画社会基本法」が施行されました。埼玉県男女共
同参画推進条例が
制定されたのも、この
男女平等社会を希求
する世界の大きなうね
りの中においてのこと
でした。

？

2020 July2 2020 July3

さんかくさん

Anniversary 2020

ht

知　　事

20名

2名

政令指定都市市長

1，721名

32名

市 区 町 村 長

47名

0名

都道府県議会議長

20名

0名

政令指定都市市議会議長

1，721名

59名

市区町村長議会議長

2020 July4

からの
お知らせ

　「私にとっての最善な生き
方を見つける」生き方セミ
ナー、「同じ悩みを抱える者同
士で知恵や経験を分かち合
える交流の場」ママ・カフェを
開催します。

離婚を迷う女性のための
生き方セミナー

生き方セミナーとママ・カフェのご案内

１０時３０分
　～１２時００分

８月２９日土

９月１９日土

１０月３１日土

１１月２１日土

シングルマザーのライフプラン

ドメスティックバイオレンス（家庭内暴力）とは

しっかり知ろう離婚にまつわるお金のこと

シングルマザーの子育てのキホン

シングルマザー等のための
グループ相談会「ママ・カフェ」

８月２９日土

９月１９日土

１０月  ９日金

１０月３１日土

１１月２１日土

わたしのライフプラン、どうたてる？

ＤＶ（家庭内暴力）のことを知りましょう

ＤＶとわたしの心、その回復

離婚とお金、困ったときのサバイバル術

ひとり親の子育てと子どもたち

【対象：小学校低学年までのお子様をお持ちの方】
１3時15分
　～１5時15分

情報ライブラリー

「男女共同参画」について考える本

B
o

o  k

『女性のいない民主主義』 
(岩波新書 ; 新赤版 1794) 
前田健太郎 著 （岩波書店 2019年）

著者はフェミニズムに出会い、主
流派の政治学に疑問をもつ。本書
ではこの政治学にジェンダーの
視点から批判を加えることで、民
主主義の概念が「女性のいない民
主主義」であることを浮き上がら
せていく。また、本書を別の方向
から焦点を当ててみると「女性議

員はなぜ増えないのか」などの男女共同参画の諸問題を、整
理整頓、明確にし、解決策を模索することができる政治学の良
書ということができる。

『ノルウェーを変えた 髭のノラ
男女平等社会はこうしてできた』 
三井マリ子 著（明石書店 2010年）

表紙の写真は、ノルウェーで男女
賃金格差をなくそうというムーブ
メントに使われたポスター。「髭を
つける（＝男になる）だけで、賃金
格差を減らせます」と刺激的なコ
ピーが添えられている。書名にあ
るノラとは、140年あまり前に書

かれた戯曲「人形の家」の女主人公。当時は、女性の自立には
程遠かった国ノルウェー。現地での丁寧な取材によって、老若
男女全ての人が、どのようにして政治に参画し男女平等の先
進国になっていったのか、その方法と実現の過程が解き明か
されている。

※ 上記の本は、With You さいたま 情報ライブラリーにて、貸出しをしています。

１4時0０分
　～１6時００分

　「わたしらしい働き方ってなんだろう」「対人関係が苦手で就活が
つらい」などの悩みを抱えた方同士が、情報交換を行いながら、自
分らしい働き方を考えるグループ相談会です。

　センターの相談には、家族や夫婦、人間関係、仕事につい
てなど様々な悩みが寄せられます。
　当相談室の特長は、「相談内容を問わないこと」。さらに、
土曜日・夜間の電話相談の実施や、２４時間利用可能なイン
ターネット相談など、あらゆる年代の方が利用しやすいよう
対応しています。
　新型コロナウイルスの感染拡大は、日常生活に大きな変
化をもたらしました。今まで経験したことのない状況におか
れ、ストレスを感じられている方も多くいらっしゃるのでは
ないでしょうか。悩みがあっても、どこに相談したらよいのか
わからず、一人で抱えてしまう方も少なくありません。その
ような時は、ぜひ当センターの電話相談やインターネット相
談を御利用ください。相談員が、皆様に寄り添いながら、一
緒に考えさせていただきます。

働きづらさ・生きづらさに悩む女性
（おおむね45歳以下）への支援のご案内

しごと準備カフェ

9月  2日水

９月30日水

１０月14日水

１１月  4日水

「わたし」ってどんな人？
　　　～長所と短所を知る～
こころに効く
　　　～からだとこころのストレッチ～
世間の枠にとらわれない
　　　～「わたしらしさ」を手にいれる～
ストレスと上手につきあう

24時間受付
http://www.withyou-saitama.jp/counsel/guide.html

インターネット相談

電話番号：０４８-６００-３８００電話相談

シングルマザー等への支援

受付時間　月～土 １０：００～２０：３０（日・祝・第３木曜・年末年始を除く）

相談室より “ひとりで悩まないで”


