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講座中は換気を定期的に行い、密集・
密接にならないよう室内環境を整えて
まいります。参加する皆様は館内での
マスク着用をお願いします。

彩の国
埼玉県

15：35～16：30

グループワーク 「“いざ”という時、どうする？」
ファシリテーター：齋藤 由里子さん

▲   

参加者がグループに分かれ、情報・意見交換します

日時

会場

令和３年９月11日（土）
13：30～16：30 （180分）

埼玉県男女共同参画
推進センター（With You さいたま）

セミナー室

・・要申込動画配信
セミナー終了後、

講演の模様を

You Tube配信します

13：30～14：15

講　演 「知っておきたい
災害時の避難所における

健康の保持と食生活」

公益社団法人 埼玉県栄養士会 代表理事会長  平野 孝則さん
日本栄養士会災害支援チーム（JDA－DAT）リーダー
埼玉医科大学病院栄養部長代行

プロフィール　1977年４月に埼玉医科大学附属病院栄養部に入職。1987年10月に管
理栄養士取得。2008年５月に栄養指導功労者として埼玉県知事表彰、2013年９月に
は栄養改善業務功労者として厚生労働大臣表彰を受彰。2019年４月より現職。

　主な役職：埼玉県食育推進会議委員長、彩の国コミュニティー協議会監事、
　　　　　　埼玉県米消費拡大推進連絡協議会理事、埼玉県摂食嚥下研究会理事、他

講師

14：20～15：05

講　演 「“いざ”という時、どうなる？
あなたの食と栄養」

公益財団法人 味の素ファンデーション（TAF）  齋藤 由里子さん

プロフィール　1994年味の素㈱入社、2018年より財団へ出向。東北の復興応援事業と
して参加型料理教室「ふれあいの赤いエプロンプロジェクト」を推進、地域主体の活
動の後方支援を行う。2019年、全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）・
国際災害栄養研究室・日本栄養士会JDA-DATと共に多職種・多組織連携プラットフォー
ム「食べる支援プロジェクト（たべぷろ）」を立ち上げ、事務局を務める。

講師埼玉県マスコット
「コバトン」 「さいたまっち」

埼玉県マスコット

定 員

90名
（申込順）

参加費

無 料 保 育

あり
（要申込）

主催

災害時の

「食」を
考える

埼玉県危機管理防災部 災害対策課

15：10～15：30

「埼玉県地域防災計画について」取 組 紹 介

埼玉県男女共同参画推進センター（With You さいたま）
新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により、変更になる場合があります。
最新の情報は、当センターのホームページで御確認ください。



H

JJRRささいいたたまま
 新 新都都心心駅駅

ささいいたたまま
ススーーパパーーアリアリーーナナ

NNTTTTドドココモモ
ささいいたたままビビルル

明明治治安安田田生生命命
ラランンドドアアククシシススタタワワーーささいいたたまま

メメデディィアアウウェェーーブブ
（（NNTTTT東東日日本本））

けけややききひひろろばば

ささいいたたまま新新都都心心
合合同同庁庁舎舎11号号館館

ささいいたたまま新新都都心心
合合同同庁庁舎舎22号号館館

ララフフレレささいいたたまま

ＪＪＲＲ北北与与野駅野駅

（（ホホテテルルブブリリラランンテテ武武蔵蔵野野3・3・44階階））

ママンンシショョンン

ママンンシショョンン ささいいたたまま市市立立
下下落落合合小小学学校校

東東口口

ささいいたたまま赤赤十十字字

埼埼玉玉県立県立小小児児医医療療
セセンンタターー

公公園園

エエククセセルル
シシオオーールル
カカフフェェ

（（デデッッキキ上上をを歩歩くく））

病院病院

コクーンシティコクーンシティ

コクーン1コクーン1

コクーン3コクーン3

コクーン2コクーン2

東東西西
大大通通
りり東東口口

東東西西大大通通
りり

JRさいたま
 新都心駅

さいたま
スーパーアリーナ

NTTドコモ
さいたまビル

明治安田生命
ランドアクシスタワーさいたま

メディアウェーブ
（NTT東日本）

けやきひろば

さいたま新都心
合同庁舎1号館

さいたま新都心
合同庁舎2号館

ラフレさいたま

ＪＲ北与野駅

Ｗith You さいたま
埼玉県男女共同参画推進センター

（ホテルブリランテ武蔵野3・4階）

マンション

マンション さいたま市立
下落合小学校

東口

JRさいたま新都心駅
からのルート

JR北与野駅
からのルート

さいたま赤十字

埼玉県立小児医療
センター

公園

エクセル
シオール
カフェ

（デッキ上を歩く）

病院

コクーンシティ

コクーン1

コクーン3

コクーン2

東西
大通
り東口

東西大通
り

「“わたし”の防災対策」「災害と男女共同参画」（埼玉県男女共同参画推進センター作成パネル）のほか、
防災関連資料も展示します。

会場参加
電話・FAX・電子メール（m013111f@pref.saitama.lg.jp）・電子申請（ホー
ムページ、または右下の二次元コードから）で①～⑤を明記の上、お申込み
ください。

　①  講座名「防災セミナー」　②  氏名（ふりがな）
　③  住所（市町村名、さいたま市の方は区まで）
　④  連絡先電話番号　⑤  保育希望の有無

YouTube動画配信　　　　　　 申込み締切：９/17（金）正午

電子メール（m013111f@pref.saitama.lg.jp）で、件名を「防災セミナー配
信希望」として、①～③を明記の上、お申込みください。後日、受講URL
をお知らせします。

　①  氏名（ふりがな）
　②  住所（市町村名、さいたま市の方は区まで）
　③  連絡先電話番号

６か月から小学３年生までのお子様をお預かりします。申込み時にお子様
の名前（ふりがな）、年齢（月齢）、アレルギーの有無をお知らせください。

保育料：お子様１人につき300円を講座当日にお支払いいただきます。
保育申込締切：令和３年９月３日（金）
※  申込多数の場合は、お預かりできないことがあります。

お預かりした個人情報は、本講座の運営以外の目的で使用することはありません。
ただし、新型コロナウイルス感染症の関連で必要が生じた場合、受講者氏名等の情報を関係機関に提供することがありますので、あらかじめ御了承ください。

申込み・問合せ先

埼玉県男女共同参画推進センター（With You さいたま）
〒330-0081 さいたま市中央区新都心2-2 ホテルブリランテ武蔵野内

TEL  048-601-3111　FAX  048-600-3802
E-mail  m013111f@pref.saitama.lg.jp
ホームページ

　検索With You さいたま
　　　　　　Facebookでも情報発信しています▶▶

講 演 講 演

「知っておきたい
災害時の避難所における

健康の保持と食生活」

「“いざ”という時、どうなる？
あなたの食と栄養」

平野 孝則さん
公益社団法人 埼玉県栄養士会 代表理事会長

齋藤 由里子さん
公益財団法人 味の素ファンデーション（TAF）

今回お話しするテーマは３つです。
１． 埼玉県との「災害時における栄養・食生活支援活動に関する

連携協定について」

２．避難所での栄養・食生活について

３． 管理栄養士・栄養士による要配慮者（高齢者・障がい者・乳幼
児等）への食事支援について

当財団が東日本大震災の復興応援事業として８年半展開してきた
参加型の料理教室、「ふれあいの赤いエプロンプロジェクト」。東
北の皆様から得た学びは、「食」は「人と人が繋がる」のにとても
有効な手段であるということでした。今回は、東北を原点とし、
復興応援だけでなく平時へ、さらに防災へと繋げる展望をご紹介
致します。また、官民学連携で発災時の食と栄養の問題にも取り
組むようになった背景から、様々な問題提起もさせて頂きます。

講師 講師

フォーラム申込み方法

保育について

配信期間
９/21（火）～   　　　　
10/16（土）17：00まで

主催：UIFA JAPON（国際女性建築会議日本支部）

８/30（月） 〉〉〉９/12（日）
With You さいたま　活動発表コーナー（３階）

被災から復興へと歩みを続ける人々、その中からこぼれてくる希望、喜びや連帯
意識、郷土への誇り、女性たちの活躍の力強さ、男性と女性が共同して復興を進
めることの大切さなど、10年の記録です。ぜひこの機会にご覧ください。

男女共同参画で

取り組む

防災セミナー

関連
写真展

被災から10年
UIFA JAPONの見た岩泉町復興への歩み

同時開催

講座関連図書展示 　８/４（水）～９/17（金）　３階情報ライブラリー


