
地域の実情と課題

【岐阜市男女共同参画推進審議会】
岐阜商工会議所、岐阜青年会議所、岐阜市自治会連絡協議会、
女性団体、人権擁護委員、子育て支援団体、厚生労働省岐阜労
働局、岐阜市小中学校長会、岐阜市議会、連合岐阜・岐阜地域協
議会、岐阜大学、岐阜経済大学
【行政】･･･岐阜県
【その他】･･･市内保育所、市内幼稚園、

岐阜市商工会議所、岐阜市青年会議所、

連携団体

今後の課題事業の効果

女性の活躍推進（男性の家庭参画への理解促進・意識啓発）事業【岐阜県岐阜市】

目的・目標

事業の特徴

〇H28年度の市民意識調査で、家庭生活において家事や育児等の
担い手は７割以上が主に女性が担っていることが分かり、また、女
性が職業を持ち続けていくうえでの問題について、「家事や育児・介
護との両立が難しい」が８割半ばを超えていた。これらは、固定的な
性別役割分担意識や性差に関する偏見を背景にした、男性中心型
労働慣行が維持されていることなどから男性の家事への十分な分
担が必ずしも得られず、家事や育児、家族の介護等の家庭的責任
の多くを女性が担っているという実態であり、それにより、女性が職
場において活躍することが困難になっている。

〇家事や育児、家族の介護等の家庭的責任の多くを女性が担って
いる現状から、男性が家事・育児等を自らのことと捉え、主体的に
参画する動きを広めるため、男性を対象とした啓発、セミナーを実
施し、男性の家庭参画への理解促進、意識改革を図ることにより、
女性が職業生活において活躍しやすい環境づくりを推進する
【事業目標】セミナー開催数 5回 ⇒ 5回（達成）

受講者数 セミナー定員の80％ ⇒95%（達成）
新規参加者数 参加者の30％ ⇒88.5％（達成）

〇策定した女性活躍推進計画では「働き方改革」と併せて「男性の
家庭参画への理解促進、意識改革」を重要事業として位置づけ取り
組んでいる。実践を通して「男性の家庭参画」を理解してもらうため、
男女がペアで参加し、男性には食事の準備に必要な知識や技術を、
女性にはキャリアアップに必要な知識を、それぞれ習得していただく
「家事メンセミナー」を開催し、男女ともに周知・啓発を図る事業を実
施した。

〇男性が家事を主体的に考えられるようになることで、男性の働き
方も変わり、女性の社会での活躍も進む。高齢化が進み要介護者
が増えている中、男性が家事に不慣れであることから介護離職を余
儀なくされたり、孤立した介護生活となっていたりする例もあり、これ
らの課題も男性の家事参画が進むことによって改善が期待できる。
⇒男性の家庭参画への理解度 79%

岐阜市女性活躍推進計画に掲げたよう下記の課題に取り組む。

①ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発
②男性の家庭参画への理解促進
③多様な働き方の促進
④就労環境の改善の促進



男性の家庭参画への
理解促進・意識改革

現 状
【平成28年度市民意識調査】から
(市内在住18歳以上男女各1,500人対象）

○家事や育児の担い手の７割以上が女性
女性が職業を持ち続けていく上での課題として、

○85.3％が｢家事や育児・介護との両立が難しい｣
と回答

背 景
・固定的な性別役割分担意識

→ 根強く残る男性中心型労働形態
・出産・育児、介護離職など

→ 女性の働き方への制約

女性の就労には、これまで以上に

家庭（パートナー）の理解と
協力が必要
このため、

【第3次男女共同参画基本計画】において、
「働き方改革」と併せた
「男性の家庭参画への理解促進と意識改革」

を重要施策として位置付け。

Ⅱ 「男の家事力」～料理力は家事力～
男性向け料理セミナー 「家事メンセミナー」

〇男性向けの料理セミナー及び女性向けキャリアアップセミナー、家事シェアセミナー等を同時開催 （５回実施）
・第1回目は、若年カップルからシニア世代夫婦など幅広い世帯を対象とした「共働き世帯応援セミナー」を開催
・第2回目は、父親と子どもを対象とした料理セミナー「夏休みも大活躍！アウトドアクッキング」を開催
・第3回目は、乳幼児（2歳まで）の夫婦を対象とした大人のごはんから作る離乳食セミナー「ママのワンオペ育児か

らの解放クッキング」を開催
・第4回目は、若年カップルからシニア世代夫婦など幅広い世帯を対象とし、将来を見据えたライフプランを考える

「二人でつくるクリスマスクッキング」を開催
・第5回目は、若年カップルからシニア世代夫婦など幅広い世帯を対象とし、男性の自立をテーマとした

「「俺の飯は？」からの脱却」を開催

「男性の家庭参画への理解促進・意識改革」事業概要

女性の活躍推進（男性の家庭参画への理解促進・意識改革）事業事業の概要



家事メンセミナー
第1回目共働き応援セミナー

開催日時：平成30年7月14日（土） 11:00～14:00
場所 ：もえぎの里生涯学習センター 調理室及び栄養指導室
イベント名：家事メンセミナー MEN’Sキッチン～共働き世帯応援セミナー～
講師 ：伊藤 惠氏（男性向け調理セミナー）加藤郁世氏（女性向け家事シェアセミナー）
概要 ：結婚生活における家事の共同・共有の応援。男性は旬野菜を使った時短クッキ
ング、女性は家事シェアをテーマとしたセミナーを受講。
参加者数：18名
アンケート回収率：100％ アンケート回答者数：18名（内 男性10名、女性8名）

男性の
家庭参画
について

男性が料理セミナー
を受講中、女性は家
事シェアセミナーを
受講。

男性チームの調理し
た料理を皆で試食。

参加者
年齢別分布

セミナー
満足度

今後、今まで
以上に家事に
参画するか
(男性対象）
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Ｑ．現在、家事をしている？



		



Ｑ．今後今まで以上に家事をやる？（男性対象）
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Ｑ．今後今まで以上に家事をやる？（男性対象）
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Ｑ．現在、家事をしている？



		





		







家事メンセミナー
第2回目 夏休みも大活躍！

アウトドアクッキング

開催日時：平成30年7月29日（日） 10:30～13:30
場所 ：北東部コミュニティセンター 調理室
イベント名：家事メンセミナー 親子でＨＡＰＰＹクッキング

～夏休みも大活躍！アウトドアクッキング～
講師 ：伊藤 惠氏（調理セミナー）
概要 ：アウトドアでも活用できる料理を、父子で協力して作る。家族での家事シェアの
意識を啓発する。
参加者数：15組32名
アンケート回収率：100％ アンケート回答者数：32名（内 男性15名、子ども17名）

男性の
家庭参画
について

参加者
年齢別分布

セミナー
満足度

今後、今まで
以上に家事に
参画するか
(男性対象）

お父さんと子どもと
協力して、料理に挑
戦！

一緒に作った料理を
試食。
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Ｑ．現在、家事をしている？



		



Ｑ．今後今まで以上に家事をやる？（男性対象）
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男性の家庭参画について



		



Ｑ．現在、家事をしている？



		



Ｑ．今後今まで以上に家事をやる？（男性対象）
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		1		男 オトコ		40代 ダイ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		どちらともいえない		楽しかったです。普段料理をしないので良い体験ができました。 タノフダンリョウリヨタイケン

		2		女 オンナ		40代		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日）		－		女性と男性では１つのことについても考え方が違うということがわかりました。これから声をかける時とか結果から先に伝える等実践していこうと思います。 ジョセイダンセイカンガカタチガコエトキケッカサキツタナドジッセンオモ

		3		女 オンナ		30代		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日）		－		家事シェアの講演とクッキングが一緒になっているイベント、ためになり美味しくて、とても楽しかったです。枝豆アイスもおいしかったです。 カジコウエンイッショオイタノエダマメ

		4		男 オトコ		40代		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい		子どもと一緒にできる料理教室等 コイッショリョウリキョウシツナド

		5		女 オンナ		30代 ダイ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		楽しいセミナーを受講できました。ランチメニューもバランスがよくおいしかったです。 タノジュコウ

		6		男 オトコ		30代 ダイ		1								1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい		素敵な食事ができてよかったです。米のとぎ方など基本的だが知らないことを知れてよかったです。 ステキショクジコメカタキホンテキシシ

		7		男 オトコ		30代 ダイ		1								1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		とても簡単にできたので、また家で実践したいです。 カンタンイエジッセン

		8		男 オトコ		40代 ダイ				1				1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい		このようなものに初めて参加しましたがまた参加したいと感じました。ありがとうございました。 ハジサンカサンカカン

		9		男 オトコ		40代 ダイ		1								1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		楽しく参加することができました。少しあわただしい感じがしましたので、もう少しゆっくりとできる時間があるといいと思います。 タノサンカスコカンスコジカンオモ

		10		女 オンナ		40代 ダイ		1						1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		－		家族でそれぞれのテーマで参加でき、ありがたい時間となりました。女性がフルタイムで働くことに関して、男性の家事・育児参画以外のスキルや知識、仕事を続ける技をテーマとしてとり上げてほしいです。 カゾクサンカジカンジョセイハタラカンダンセイカジイクジサンカクイガイチシキシゴトツヅワザア

		11		女 オンナ		30代 ダイ		1						1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－

		12		男 オトコ		30代 ダイ		1								1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい
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Ｑ．現在、家事をしている？



		





		







家事メンセミナー
第3回目 ママのワンオペ

育児からの解放クッキング

開催日時：平成30年11月10日（土） 10:30～13:30
場所 ：長森コミュニティセンター 調理室
イベント名：家事メンセミナー ～ママのワンオペ育児からの解放クッキング～

講師 ：伊藤 惠氏（男性向け調理セミナー）白木理恵子氏（女性向け育児相談、ベビー
マッサージ）

概要 ：男性には、大人用のご飯から作る離乳食クッキング、女性にはベビーマッサージ
や助産師による育児相談を実施。
参加者数：11組22名
アンケート回収率：100％ アンケート回答者数：22名（内 男性11名、女性11名）

参加者
年齢別分布

男性がいつものご
はんから作る離乳
食を料理している
間、女性は、ベビー
マッサージをしなが
ら育児相談。

お父さんが挑戦した
とりわけ離乳食を、
子どもさんへ食べさ
せるのも、今日はお
父さんです。

セミナー
満足度

今後、今まで
以上に家事に
参画するか
(男性対象）

男性の
家庭参画
について
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		No.		性別 セイベツ		年齢 ネンレイ		趣旨に同感 シュシドウカン		パートナーの勧め スス		おみやげ		その他 タ		満足度 マンゾクド								具体的に グタイテキ		家事メンズクラブ カジ

		1		男 オトコ		20代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		2		男 オトコ		30代 ダイ				1						どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		3		男 オトコ		30代		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい				岡田裕也　090-1114-8001 オカダユウヤ

		4		男 オトコ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		5		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい		とても良いイベントでしたが（調理室の）台所が低いので腰が痛いのでそこが残念です。（といっても一般的に台所はどこも低いのでそこが男にとっては辛いかと。） ヨチョウリシツダイドコロヒクコシイタザンネンイッパンテキダイドコロヒクオトコツラ

		6		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		7		男 オトコ		40代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		美味しく頂けました。料理の内容が分かっていたので、サプライズメニューも、当日、分かって奥さんが余計におどろくかと思いました。 オイイタダリョウリナイヨウワトウジツワオクヨケイオモ

		8		男 オトコ		30代 ダイ								1（勝手に決まっていた） カッテキ		無記入 ムキニュウ		よくわからない		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		9		男 オトコ		30代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		時短　男性向け料理教室 ジタンダンセイムリョウリキョウシツ

		10		男 オトコ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		子どもの叱り方や接応　のばす教育方法 コシカカタセツオウキョウイクホウホウ		希望はしませんが、そのようなコミュニティも必要なのかなと思います。 キボウヒツヨウオモ

		11		男 オトコ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい		今回、2度目の参加でしたが、家族でとっても楽しく過ごすことができました。是非、また参加しますので、宜しくお願いします。 コンカイドメサンカカゾクタノスゼヒサンカヨロネガ		青木　晋一　090-2573-1495 アオキシンイチ

		12		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		おいしい料理が食べられて育児の相談も出来てよかったです。男性向けのそうじのセミナー等もしてほしいです。 リョウリタイクジソウダンデキダンセイムナド

		13		女 オンナ		20代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		季節にあわせて定期的に開催してほしい。月齢の近い子ごとの会もあると良い。 キセツテイキテキカイサイゲツレイチカコカイヨ		岡田　裕也　090-9899-9990（妻） オカダユウヤツマ

		14		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		12月のセミナー外れてしまい残念でした。定期的に参加できるよう枠や回数を増やして頂けると嬉しいです。 ガツハズザンネンテイキテキサンカワクカイスウフイタダウレ		奥田　樹　080-8253-7965 オクダイツキ

		15		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		食事をする際、丼ものなど、子どもをみながら食べるので、スプーンがあれば、スムーズに食べれるかなぁと思いました。このようなイベントがあれば今後も参加したいです。 ショクジサイドンブリコタタオモコンゴサンカ

		16		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		17		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		料理している間、子どもがたいくつしないよう歌あそび、制作を盛り込んでいただいたのが良かったです。 リョウリアイダコウタセイサクモコヨ
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		20		女 オンナ		30代 ダイ								1（料理が好き） リョウリス		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		今日は強引に誘いましたが美味しく作ってくれたし娘もバク×２食べてくれて良かったです。娘と久しぶりにふれあう事が出来てとても貴重な経験になりました。 キョウゴウインサソオイツクムスメタヨムスメヒサコトデキキチョウケイケン

		21		女 オンナ		20代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		家事、育児、仕事に追われ、たまにいっぱいいっぱいになるときがある。今日参加したことで肩の荷がおりた気がした。 カジイクジシゴトオキョウサンカカタニキ

		22		女 オンナ		40代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-
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		：￥・・・・・・・・・・・・・・		Q1		Q2		Q4きっかけ								Q5		Q5.男性の家庭参画、家事シェアリングについて ダンセイカテイサンカクカジ		Q6.現在、家事をされていますか ゲンザイカジ		Q7.イベントに参加された男性の方にお聞きします。今後、今まで以上に家事をやってみようと思われますか。 サンカダンセイカタキコンゴイマイジョウカジオモ		Ｑ.8自由意見（今後実施するといいと思われるセミナーのテーマなど） ジユウイケンコンゴジッシオモ

		No.		性別 セイベツ		年齢 ネンレイ		趣旨に同感 シュシドウカン		パートナーの勧め スス		おみやげ		その他 タ		満足度 マンゾクド								具体的に グタイテキ		家事メンズクラブ カジ

		1		男 オトコ		20代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		2		男 オトコ		30代 ダイ				1						どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		3		男 オトコ		30代		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい				岡田裕也　090-1114-8001 オカダユウヤ

		4		男 オトコ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		5		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい		とても良いイベントでしたが（調理室の）台所が低いので腰が痛いのでそこが残念です。（といっても一般的に台所はどこも低いのでそこが男にとっては辛いかと。） ヨチョウリシツダイドコロヒクコシイタザンネンイッパンテキダイドコロヒクオトコツラ

		6		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		7		男 オトコ		40代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		美味しく頂けました。料理の内容が分かっていたので、サプライズメニューも、当日、分かって奥さんが余計におどろくかと思いました。 オイイタダリョウリナイヨウワトウジツワオクヨケイオモ

		8		男 オトコ		30代 ダイ								1（勝手に決まっていた） カッテキ		無記入 ムキニュウ		よくわからない		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		9		男 オトコ		30代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		時短　男性向け料理教室 ジタンダンセイムリョウリキョウシツ

		10		男 オトコ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		子どもの叱り方や接応　のばす教育方法 コシカカタセツオウキョウイクホウホウ		希望はしませんが、そのようなコミュニティも必要なのかなと思います。 キボウヒツヨウオモ

		11		男 オトコ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい		今回、2度目の参加でしたが、家族でとっても楽しく過ごすことができました。是非、また参加しますので、宜しくお願いします。 コンカイドメサンカカゾクタノスゼヒサンカヨロネガ		青木　晋一　090-2573-1495 アオキシンイチ

		12		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		おいしい料理が食べられて育児の相談も出来てよかったです。男性向けのそうじのセミナー等もしてほしいです。 リョウリタイクジソウダンデキダンセイムナド

		13		女 オンナ		20代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		季節にあわせて定期的に開催してほしい。月齢の近い子ごとの会もあると良い。 キセツテイキテキカイサイゲツレイチカコカイヨ		岡田　裕也　090-9899-9990（妻） オカダユウヤツマ

		14		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		12月のセミナー外れてしまい残念でした。定期的に参加できるよう枠や回数を増やして頂けると嬉しいです。 ガツハズザンネンテイキテキサンカワクカイスウフイタダウレ		奥田　樹　080-8253-7965 オクダイツキ

		15		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		食事をする際、丼ものなど、子どもをみながら食べるので、スプーンがあれば、スムーズに食べれるかなぁと思いました。このようなイベントがあれば今後も参加したいです。 ショクジサイドンブリコタタオモコンゴサンカ

		16		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		17		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		料理している間、子どもがたいくつしないよう歌あそび、制作を盛り込んでいただいたのが良かったです。 リョウリアイダコウタセイサクモコヨ

		18		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		パパがごはんを作ってくれるのがとても嬉しかったです。食に関して女性は関心を持ち、食材、味つけなど気にかけますが、男性は妻から言うとうるさいと思われるというイメージで中々伝えづらい。伝えても伝わっていないと思うので今回ありがたい。 ツクウレショクカンジョセイカンシンモショクザイアジキダンセイツマイオモナカナカツタツタツタオモコンカイ

		19		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		今回1人500円という安価でとてもためになる話をきけたり夫に食事を作ってもらったりという体験ができよかった！私も、離乳食などの食事の講座は参加したいと思っているが費用が高く気軽には参加できずにいるので、安価でできる妻のための食事の講座があれば是非参加したいです。 コンカイヒトリエンアンカハナシオットショクジツクタイケンワタシリニュウショクショクジコウザサンカオモヒヨウタカキガルサンカアンカツマショクジコウザゼヒサンカ

		20		女 オンナ		30代 ダイ								1（料理が好き） リョウリス		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		今日は強引に誘いましたが美味しく作ってくれたし娘もバク×２食べてくれて良かったです。娘と久しぶりにふれあう事が出来てとても貴重な経験になりました。 キョウゴウインサソオイツクムスメタヨムスメヒサコトデキキチョウケイケン

		21		女 オンナ		20代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		家事、育児、仕事に追われ、たまにいっぱいいっぱいになるときがある。今日参加したことで肩の荷がおりた気がした。 カジイクジシゴトオキョウサンカカタニキ

		22		女 オンナ		40代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-
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		No.		性別 セイベツ		年齢 ネンレイ		趣旨に同感 シュシドウカン		パートナーの勧め スス		おみやげ		その他 タ		満足度 マンゾクド								具体的に グタイテキ		家事メンズクラブ カジ

		1		男 オトコ		20代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		2		男 オトコ		30代 ダイ				1						どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		3		男 オトコ		30代		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい				岡田裕也　090-1114-8001 オカダユウヤ

		4		男 オトコ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		5		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい		とても良いイベントでしたが（調理室の）台所が低いので腰が痛いのでそこが残念です。（といっても一般的に台所はどこも低いのでそこが男にとっては辛いかと。） ヨチョウリシツダイドコロヒクコシイタザンネンイッパンテキダイドコロヒクオトコツラ

		6		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		7		男 オトコ		40代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		美味しく頂けました。料理の内容が分かっていたので、サプライズメニューも、当日、分かって奥さんが余計におどろくかと思いました。 オイイタダリョウリナイヨウワトウジツワオクヨケイオモ

		8		男 オトコ		30代 ダイ								1（勝手に決まっていた） カッテキ		無記入 ムキニュウ		よくわからない		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		9		男 オトコ		30代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		時短　男性向け料理教室 ジタンダンセイムリョウリキョウシツ

		10		男 オトコ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		子どもの叱り方や接応　のばす教育方法 コシカカタセツオウキョウイクホウホウ		希望はしませんが、そのようなコミュニティも必要なのかなと思います。 キボウヒツヨウオモ

		11		男 オトコ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい		今回、2度目の参加でしたが、家族でとっても楽しく過ごすことができました。是非、また参加しますので、宜しくお願いします。 コンカイドメサンカカゾクタノスゼヒサンカヨロネガ		青木　晋一　090-2573-1495 アオキシンイチ

		12		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		おいしい料理が食べられて育児の相談も出来てよかったです。男性向けのそうじのセミナー等もしてほしいです。 リョウリタイクジソウダンデキダンセイムナド

		13		女 オンナ		20代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		季節にあわせて定期的に開催してほしい。月齢の近い子ごとの会もあると良い。 キセツテイキテキカイサイゲツレイチカコカイヨ		岡田　裕也　090-9899-9990（妻） オカダユウヤツマ

		14		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		12月のセミナー外れてしまい残念でした。定期的に参加できるよう枠や回数を増やして頂けると嬉しいです。 ガツハズザンネンテイキテキサンカワクカイスウフイタダウレ		奥田　樹　080-8253-7965 オクダイツキ

		15		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		食事をする際、丼ものなど、子どもをみながら食べるので、スプーンがあれば、スムーズに食べれるかなぁと思いました。このようなイベントがあれば今後も参加したいです。 ショクジサイドンブリコタタオモコンゴサンカ

		16		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		17		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		料理している間、子どもがたいくつしないよう歌あそび、制作を盛り込んでいただいたのが良かったです。 リョウリアイダコウタセイサクモコヨ

		18		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		パパがごはんを作ってくれるのがとても嬉しかったです。食に関して女性は関心を持ち、食材、味つけなど気にかけますが、男性は妻から言うとうるさいと思われるというイメージで中々伝えづらい。伝えても伝わっていないと思うので今回ありがたい。 ツクウレショクカンジョセイカンシンモショクザイアジキダンセイツマイオモナカナカツタツタツタオモコンカイ

		19		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		今回1人500円という安価でとてもためになる話をきけたり夫に食事を作ってもらったりという体験ができよかった！私も、離乳食などの食事の講座は参加したいと思っているが費用が高く気軽には参加できずにいるので、安価でできる妻のための食事の講座があれば是非参加したいです。 コンカイヒトリエンアンカハナシオットショクジツクタイケンワタシリニュウショクショクジコウザサンカオモヒヨウタカキガルサンカアンカツマショクジコウザゼヒサンカ

		20		女 オンナ		30代 ダイ								1（料理が好き） リョウリス		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		今日は強引に誘いましたが美味しく作ってくれたし娘もバク×２食べてくれて良かったです。娘と久しぶりにふれあう事が出来てとても貴重な経験になりました。 キョウゴウインサソオイツクムスメタヨムスメヒサコトデキキチョウケイケン

		21		女 オンナ		20代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		家事、育児、仕事に追われ、たまにいっぱいいっぱいになるときがある。今日参加したことで肩の荷がおりた気がした。 カジイクジシゴトオキョウサンカカタニキ

		22		女 オンナ		40代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-
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		No.		性別 セイベツ		年齢 ネンレイ		趣旨に同感 シュシドウカン		パートナーの勧め スス		おみやげ		その他 タ		満足度 マンゾクド								具体的に グタイテキ		家事メンズクラブ カジ

		1		男 オトコ		20代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		2		男 オトコ		30代 ダイ				1						どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		3		男 オトコ		30代		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい				岡田裕也　090-1114-8001 オカダユウヤ

		4		男 オトコ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		5		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい		とても良いイベントでしたが（調理室の）台所が低いので腰が痛いのでそこが残念です。（といっても一般的に台所はどこも低いのでそこが男にとっては辛いかと。） ヨチョウリシツダイドコロヒクコシイタザンネンイッパンテキダイドコロヒクオトコツラ

		6		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		7		男 オトコ		40代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		美味しく頂けました。料理の内容が分かっていたので、サプライズメニューも、当日、分かって奥さんが余計におどろくかと思いました。 オイイタダリョウリナイヨウワトウジツワオクヨケイオモ

		8		男 オトコ		30代 ダイ								1（勝手に決まっていた） カッテキ		無記入 ムキニュウ		よくわからない		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		9		男 オトコ		30代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		時短　男性向け料理教室 ジタンダンセイムリョウリキョウシツ

		10		男 オトコ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		子どもの叱り方や接応　のばす教育方法 コシカカタセツオウキョウイクホウホウ		希望はしませんが、そのようなコミュニティも必要なのかなと思います。 キボウヒツヨウオモ

		11		男 オトコ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		はい		今回、2度目の参加でしたが、家族でとっても楽しく過ごすことができました。是非、また参加しますので、宜しくお願いします。 コンカイドメサンカカゾクタノスゼヒサンカヨロネガ		青木　晋一　090-2573-1495 アオキシンイチ

		12		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		おいしい料理が食べられて育児の相談も出来てよかったです。男性向けのそうじのセミナー等もしてほしいです。 リョウリタイクジソウダンデキダンセイムナド

		13		女 オンナ		20代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		季節にあわせて定期的に開催してほしい。月齢の近い子ごとの会もあると良い。 キセツテイキテキカイサイゲツレイチカコカイヨ		岡田　裕也　090-9899-9990（妻） オカダユウヤツマ

		14		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		12月のセミナー外れてしまい残念でした。定期的に参加できるよう枠や回数を増やして頂けると嬉しいです。 ガツハズザンネンテイキテキサンカワクカイスウフイタダウレ		奥田　樹　080-8253-7965 オクダイツキ

		15		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		食事をする際、丼ものなど、子どもをみながら食べるので、スプーンがあれば、スムーズに食べれるかなぁと思いました。このようなイベントがあれば今後も参加したいです。 ショクジサイドンブリコタタオモコンゴサンカ

		16		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		17		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		料理している間、子どもがたいくつしないよう歌あそび、制作を盛り込んでいただいたのが良かったです。 リョウリアイダコウタセイサクモコヨ

		18		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		パパがごはんを作ってくれるのがとても嬉しかったです。食に関して女性は関心を持ち、食材、味つけなど気にかけますが、男性は妻から言うとうるさいと思われるというイメージで中々伝えづらい。伝えても伝わっていないと思うので今回ありがたい。 ツクウレショクカンジョセイカンシンモショクザイアジキダンセイツマイオモナカナカツタツタツタオモコンカイ

		19		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		今回1人500円という安価でとてもためになる話をきけたり夫に食事を作ってもらったりという体験ができよかった！私も、離乳食などの食事の講座は参加したいと思っているが費用が高く気軽には参加できずにいるので、安価でできる妻のための食事の講座があれば是非参加したいです。 コンカイヒトリエンアンカハナシオットショクジツクタイケンワタシリニュウショクショクジコウザサンカオモヒヨウタカキガルサンカアンカツマショクジコウザゼヒサンカ

		20		女 オンナ		30代 ダイ								1（料理が好き） リョウリス		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		今日は強引に誘いましたが美味しく作ってくれたし娘もバク×２食べてくれて良かったです。娘と久しぶりにふれあう事が出来てとても貴重な経験になりました。 キョウゴウインサソオイツクムスメタヨムスメヒサコトデキキチョウケイケン

		21		女 オンナ		20代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		家事、育児、仕事に追われ、たまにいっぱいいっぱいになるときがある。今日参加したことで肩の荷がおりた気がした。 カジイクジシゴトオキョウサンカカタニキ

		22		女 オンナ		40代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-
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家事メンセミナー
第4回目 二人でつくる
クリスマスクッキング

開催日時：平成30年12月1日（土） 10:00～14:00
場所 ：もえぎの里生涯学習センター 調理室・栄養指導室・会議室1
イベント名：家事メンセミナー ～二人でつくるクリスマスクッキング～
講師 ：伊藤 惠氏（調理セミナー）片桐 美穂氏（ライフプランセミナー）
概要：男女一緒にクッキング後、ライフプランをたてるセミナーを開催。
参加者数：11組22名
アンケート回収率：100％ アンケート回答者数：22名（内 男性11名、女性11名）

子どもさんも一緒に
、華やかなクリスマ
ス料理を試食。

夫婦で一緒にクッキ
ング。その後は、一
緒にライフプランセミ
ナーを受講。今日は
いつもより会話が弾
みます。

参加者
年齢別分布

男性の
家庭参画
について

今後、今まで
以上に家事に
参画するか
(男性対象）

セミナー
満足度
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Sheet2

		：￥・・・・・・・・・・・・・・		Q1		Q2		Q4きっかけ								Q5		Q5.男性の家庭参画、家事シェアリングについて ダンセイカテイサンカクカジ		Q6.現在、家事をされていますか ゲンザイカジ		Q7.イベントに参加された男性の方にお聞きします。今後、今まで以上に家事をやってみようと思われますか。 サンカダンセイカタキコンゴイマイジョウカジオモ		Ｑ.8自由意見（今後実施するといいと思われるセミナーのテーマなど） ジユウイケンコンゴジッシオモ

		No.		性別 セイベツ		年齢 ネンレイ		趣旨に同感 シュシドウカン		パートナーの勧め スス		おみやげ		その他 タ		満足度 マンゾクド								具体的に グタイテキ		家事メンズクラブ カジ

		1		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日）		-

		2		男 オトコ		30代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		3		男 オトコ		30代				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		4		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		5		女 オンナ		20代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		家事もそうですが、育児についても何をすれば良いか分からないという人も多い気がするので（男性に）子どもとの関わり方を考える機会があれば良いな。 カジイクジナニヨワヒトオオキダンセイコカカカタカンガキカイヨ

		6		男 オトコ		30代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		子どもと一緒に参加出来る料理教室みたいなもの コイッショサンカデキリョウリキョウシツ

		7		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		将来にかかるお金のことは、漠然としか考えていなかったのでこれを機に数字をおとしこんで考えてみたいです。 ショウライカネバクゼンカンガキスウジカンガ

		8		男 オトコ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		料理には興味があるので、食事面から家事に参加出来ればいいかなと思います。 リョウリキョウミショクジメンカジサンカデキオモ

		9		女 オンナ		20代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		-

		10		男 オトコ		20代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		楽しかった。ありがとうございます。 タノ

		11		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		料理作りを子ども達も一緒にやりたいと話していました。家でも手伝いたいと言ったりします。 リョウリツクコタチイッショハナイエテツダイ

		12		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		全くしていない マッタ		はい

		13		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		14		女 オンナ		40代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		子どもも一緒に参加できるものもあると楽しいかも。 コイッショサンカタノ		下垣内志保　090-9188-8638 シモカキウチシホ

		15		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		16		男 オトコ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		どちらともいえない

		17		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		18		女 オンナ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		お世話になりました。ありがとうございました。とても楽しく勉強になりました。 セワタノベンキョウ

		19		女 オンナ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		20		男 オトコ		40代 ダイ		1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		21		男 オトコ		40代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		もう少しセミナーの時間が長くても良いと思いました。 スコジカンナガヨオモ		希望します。福永　眞也　080-6820-1320 キボウフクナガシンヤ

		22		女 オンナ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		初めて参加させていただきました。ふだんなかなか二人でクッキングをすることがないのでとても良い機会だったと思います。ありがとうございました。楽しかったです。 ハジサンカフタリヨキカイオモタノ
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		：￥・・・・・・・・・・・・・・		Q1		Q2		Q4きっかけ								Q5		Q5.男性の家庭参画、家事シェアリングについて ダンセイカテイサンカクカジ		Q6.現在、家事をされていますか ゲンザイカジ		Q7.イベントに参加された男性の方にお聞きします。今後、今まで以上に家事をやってみようと思われますか。 サンカダンセイカタキコンゴイマイジョウカジオモ		Ｑ.8自由意見（今後実施するといいと思われるセミナーのテーマなど） ジユウイケンコンゴジッシオモ

		No.		性別 セイベツ		年齢 ネンレイ		趣旨に同感 シュシドウカン		パートナーの勧め スス		おみやげ		その他 タ		満足度 マンゾクド								具体的に グタイテキ		家事メンズクラブ カジ

		1		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日）		-

		2		男 オトコ		30代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		3		男 オトコ		30代				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		4		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		5		女 オンナ		20代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		家事もそうですが、育児についても何をすれば良いか分からないという人も多い気がするので（男性に）子どもとの関わり方を考える機会があれば良いな。 カジイクジナニヨワヒトオオキダンセイコカカカタカンガキカイヨ

		6		男 オトコ		30代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		子どもと一緒に参加出来る料理教室みたいなもの コイッショサンカデキリョウリキョウシツ

		7		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		将来にかかるお金のことは、漠然としか考えていなかったのでこれを機に数字をおとしこんで考えてみたいです。 ショウライカネバクゼンカンガキスウジカンガ

		8		男 オトコ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		料理には興味があるので、食事面から家事に参加出来ればいいかなと思います。 リョウリキョウミショクジメンカジサンカデキオモ

		9		女 オンナ		20代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		-

		10		男 オトコ		20代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		楽しかった。ありがとうございます。 タノ

		11		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		料理作りを子ども達も一緒にやりたいと話していました。家でも手伝いたいと言ったりします。 リョウリツクコタチイッショハナイエテツダイ

		12		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		全くしていない マッタ		はい

		13		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		14		女 オンナ		40代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		子どもも一緒に参加できるものもあると楽しいかも。 コイッショサンカタノ		下垣内志保　090-9188-8638 シモカキウチシホ

		15		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		16		男 オトコ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		どちらともいえない

		17		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		18		女 オンナ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		お世話になりました。ありがとうございました。とても楽しく勉強になりました。 セワタノベンキョウ

		19		女 オンナ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		20		男 オトコ		40代 ダイ		1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		21		男 オトコ		40代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		もう少しセミナーの時間が長くても良いと思いました。 スコジカンナガヨオモ		希望します。福永　眞也　080-6820-1320 キボウフクナガシンヤ

		22		女 オンナ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		初めて参加させていただきました。ふだんなかなか二人でクッキングをすることがないのでとても良い機会だったと思います。ありがとうございました。楽しかったです。 ハジサンカフタリヨキカイオモタノ
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		：￥・・・・・・・・・・・・・・		Q1		Q2		Q4きっかけ								Q5		Q5.男性の家庭参画、家事シェアリングについて ダンセイカテイサンカクカジ		Q6.現在、家事をされていますか ゲンザイカジ		Q7.イベントに参加された男性の方にお聞きします。今後、今まで以上に家事をやってみようと思われますか。 サンカダンセイカタキコンゴイマイジョウカジオモ		Ｑ.8自由意見（今後実施するといいと思われるセミナーのテーマなど） ジユウイケンコンゴジッシオモ

		No.		性別 セイベツ		年齢 ネンレイ		趣旨に同感 シュシドウカン		パートナーの勧め スス		おみやげ		その他 タ		満足度 マンゾクド								具体的に グタイテキ		家事メンズクラブ カジ

		1		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日）		-

		2		男 オトコ		30代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		3		男 オトコ		30代				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		4		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		5		女 オンナ		20代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		家事もそうですが、育児についても何をすれば良いか分からないという人も多い気がするので（男性に）子どもとの関わり方を考える機会があれば良いな。 カジイクジナニヨワヒトオオキダンセイコカカカタカンガキカイヨ

		6		男 オトコ		30代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		子どもと一緒に参加出来る料理教室みたいなもの コイッショサンカデキリョウリキョウシツ

		7		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		将来にかかるお金のことは、漠然としか考えていなかったのでこれを機に数字をおとしこんで考えてみたいです。 ショウライカネバクゼンカンガキスウジカンガ

		8		男 オトコ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		料理には興味があるので、食事面から家事に参加出来ればいいかなと思います。 リョウリキョウミショクジメンカジサンカデキオモ

		9		女 オンナ		20代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		-

		10		男 オトコ		20代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		楽しかった。ありがとうございます。 タノ

		11		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		料理作りを子ども達も一緒にやりたいと話していました。家でも手伝いたいと言ったりします。 リョウリツクコタチイッショハナイエテツダイ

		12		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		全くしていない マッタ		はい

		13		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		14		女 オンナ		40代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		子どもも一緒に参加できるものもあると楽しいかも。 コイッショサンカタノ		下垣内志保　090-9188-8638 シモカキウチシホ

		15		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		16		男 オトコ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		どちらともいえない

		17		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		18		女 オンナ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		お世話になりました。ありがとうございました。とても楽しく勉強になりました。 セワタノベンキョウ

		19		女 オンナ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		20		男 オトコ		40代 ダイ		1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		21		男 オトコ		40代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		もう少しセミナーの時間が長くても良いと思いました。 スコジカンナガヨオモ		希望します。福永　眞也　080-6820-1320 キボウフクナガシンヤ

		22		女 オンナ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		初めて参加させていただきました。ふだんなかなか二人でクッキングをすることがないのでとても良い機会だったと思います。ありがとうございました。楽しかったです。 ハジサンカフタリヨキカイオモタノ
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		：￥・・・・・・・・・・・・・・		Q1		Q2		Q4きっかけ								Q5		Q5.男性の家庭参画、家事シェアリングについて ダンセイカテイサンカクカジ		Q6.現在、家事をされていますか ゲンザイカジ		Q7.イベントに参加された男性の方にお聞きします。今後、今まで以上に家事をやってみようと思われますか。 サンカダンセイカタキコンゴイマイジョウカジオモ		Ｑ.8自由意見（今後実施するといいと思われるセミナーのテーマなど） ジユウイケンコンゴジッシオモ

		No.		性別 セイベツ		年齢 ネンレイ		趣旨に同感 シュシドウカン		パートナーの勧め スス		おみやげ		その他 タ		満足度 マンゾクド								具体的に グタイテキ		家事メンズクラブ カジ

		1		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日）		-

		2		男 オトコ		30代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		3		男 オトコ		30代				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		4		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		5		女 オンナ		20代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		家事もそうですが、育児についても何をすれば良いか分からないという人も多い気がするので（男性に）子どもとの関わり方を考える機会があれば良いな。 カジイクジナニヨワヒトオオキダンセイコカカカタカンガキカイヨ

		6		男 オトコ		30代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		子どもと一緒に参加出来る料理教室みたいなもの コイッショサンカデキリョウリキョウシツ

		7		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		将来にかかるお金のことは、漠然としか考えていなかったのでこれを機に数字をおとしこんで考えてみたいです。 ショウライカネバクゼンカンガキスウジカンガ

		8		男 オトコ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		料理には興味があるので、食事面から家事に参加出来ればいいかなと思います。 リョウリキョウミショクジメンカジサンカデキオモ

		9		女 オンナ		20代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		-

		10		男 オトコ		20代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		楽しかった。ありがとうございます。 タノ

		11		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		料理作りを子ども達も一緒にやりたいと話していました。家でも手伝いたいと言ったりします。 リョウリツクコタチイッショハナイエテツダイ

		12		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		全くしていない マッタ		はい

		13		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		14		女 オンナ		40代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		子どもも一緒に参加できるものもあると楽しいかも。 コイッショサンカタノ		下垣内志保　090-9188-8638 シモカキウチシホ

		15		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		16		男 オトコ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		どちらともいえない

		17		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		18		女 オンナ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		お世話になりました。ありがとうございました。とても楽しく勉強になりました。 セワタノベンキョウ

		19		女 オンナ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		20		男 オトコ		40代 ダイ		1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		21		男 オトコ		40代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		もう少しセミナーの時間が長くても良いと思いました。 スコジカンナガヨオモ		希望します。福永　眞也　080-6820-1320 キボウフクナガシンヤ

		22		女 オンナ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		初めて参加させていただきました。ふだんなかなか二人でクッキングをすることがないのでとても良い機会だったと思います。ありがとうございました。楽しかったです。 ハジサンカフタリヨキカイオモタノ
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家事メンセミナー
第5回目～ 「俺の飯は？」

からの脱却～

開催日時：平成31年2月2日（土） 10:30～13:30
場所 ：長森コミュニティセンター 調理室・研修室
イベント名：家事メンセミナー ～「俺の飯は？」からの脱却～
講師 ：伊藤 惠氏（男性向け調理セミナー）柴山浩二氏（女性向けキャリア支援セミナー）
概要：男性にはこだわりごはんのクッキング、女性にはキャリア支援セミナーを開催。
参加者数：10組20名
アンケート回収率：90％ アンケート回答者数：18名（内 男性9名、女性9名）参加者20名

男性が作ってくれた
こだわりごはんを家
族で試食。

イワシをさばき、土
鍋ごはんを炊く、こだ
わり料理に男性陣は
挑戦。その間、女性
はキャリアアップセミ
ナーを受講。

参加者
年齢別分布

セミナー
満足度

今後、今まで
以上に家事に
参画するか
(男性対象）

男性の
家庭参画
について
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		：￥・・・・・・・・・・・・・・		Q1		Q2		Q4きっかけ								Q5		Q5.男性の家庭参画、家事シェアリングについて ダンセイカテイサンカクカジ		Q6.現在、家事をされていますか ゲンザイカジ		Q7.イベントに参加された男性の方にお聞きします。今後、今まで以上に家事をやってみようと思われますか。 サンカダンセイカタキコンゴイマイジョウカジオモ		Ｑ.8自由意見（今後実施するといいと思われるセミナーのテーマなど） ジユウイケンコンゴジッシオモ

		No.		性別 セイベツ		年齢 ネンレイ		趣旨に同感 シュシドウカン		パートナーの勧め スス		おみやげ		その他 タ		満足度 マンゾクド								具体的に グタイテキ		家事メンズクラブ カジ

		1		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日）		-

		2		男 オトコ		30代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		3		男 オトコ		30代				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		4		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		5		女 オンナ		20代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		家事もそうですが、育児についても何をすれば良いか分からないという人も多い気がするので（男性に）子どもとの関わり方を考える機会があれば良いな。 カジイクジナニヨワヒトオオキダンセイコカカカタカンガキカイヨ

		6		男 オトコ		30代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		子どもと一緒に参加出来る料理教室みたいなもの コイッショサンカデキリョウリキョウシツ

		7		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		将来にかかるお金のことは、漠然としか考えていなかったのでこれを機に数字をおとしこんで考えてみたいです。 ショウライカネバクゼンカンガキスウジカンガ

		8		男 オトコ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		料理には興味があるので、食事面から家事に参加出来ればいいかなと思います。 リョウリキョウミショクジメンカジサンカデキオモ

		9		女 オンナ		20代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		-

		10		男 オトコ		20代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		楽しかった。ありがとうございます。 タノ

		11		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		料理作りを子ども達も一緒にやりたいと話していました。家でも手伝いたいと言ったりします。 リョウリツクコタチイッショハナイエテツダイ

		12		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		全くしていない マッタ		はい

		13		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		14		女 オンナ		40代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		子どもも一緒に参加できるものもあると楽しいかも。 コイッショサンカタノ		下垣内志保　090-9188-8638 シモカキウチシホ

		15		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		16		男 オトコ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		どちらともいえない

		17		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		18		女 オンナ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		お世話になりました。ありがとうございました。とても楽しく勉強になりました。 セワタノベンキョウ

		19		女 オンナ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		20		男 オトコ		40代 ダイ		1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		21		男 オトコ		40代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		もう少しセミナーの時間が長くても良いと思いました。 スコジカンナガヨオモ		希望します。福永　眞也　080-6820-1320 キボウフクナガシンヤ

		22		女 オンナ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		初めて参加させていただきました。ふだんなかなか二人でクッキングをすることがないのでとても良い機会だったと思います。ありがとうございました。楽しかったです。 ハジサンカフタリヨキカイオモタノ
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		1		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日）		-

		2		男 オトコ		30代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		3		男 オトコ		30代				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		4		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		5		女 オンナ		20代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		家事もそうですが、育児についても何をすれば良いか分からないという人も多い気がするので（男性に）子どもとの関わり方を考える機会があれば良いな。 カジイクジナニヨワヒトオオキダンセイコカカカタカンガキカイヨ

		6		男 オトコ		30代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		子どもと一緒に参加出来る料理教室みたいなもの コイッショサンカデキリョウリキョウシツ

		7		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		将来にかかるお金のことは、漠然としか考えていなかったのでこれを機に数字をおとしこんで考えてみたいです。 ショウライカネバクゼンカンガキスウジカンガ

		8		男 オトコ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		料理には興味があるので、食事面から家事に参加出来ればいいかなと思います。 リョウリキョウミショクジメンカジサンカデキオモ

		9		女 オンナ		20代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		-

		10		男 オトコ		20代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		楽しかった。ありがとうございます。 タノ

		11		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		料理作りを子ども達も一緒にやりたいと話していました。家でも手伝いたいと言ったりします。 リョウリツクコタチイッショハナイエテツダイ

		12		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		全くしていない マッタ		はい

		13		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		14		女 オンナ		40代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		子どもも一緒に参加できるものもあると楽しいかも。 コイッショサンカタノ		下垣内志保　090-9188-8638 シモカキウチシホ

		15		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		16		男 オトコ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		どちらともいえない

		17		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		18		女 オンナ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		お世話になりました。ありがとうございました。とても楽しく勉強になりました。 セワタノベンキョウ

		19		女 オンナ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		20		男 オトコ		40代 ダイ		1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		21		男 オトコ		40代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		もう少しセミナーの時間が長くても良いと思いました。 スコジカンナガヨオモ		希望します。福永　眞也　080-6820-1320 キボウフクナガシンヤ

		22		女 オンナ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		初めて参加させていただきました。ふだんなかなか二人でクッキングをすることがないのでとても良い機会だったと思います。ありがとうございました。楽しかったです。 ハジサンカフタリヨキカイオモタノ
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		No.		性別 セイベツ		年齢 ネンレイ		趣旨に同感 シュシドウカン		パートナーの勧め スス		おみやげ		その他 タ		満足度 マンゾクド								具体的に グタイテキ		家事メンズクラブ カジ

		1		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日）		-

		2		男 オトコ		30代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		3		男 オトコ		30代				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい

		4		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		5		女 オンナ		20代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		家事もそうですが、育児についても何をすれば良いか分からないという人も多い気がするので（男性に）子どもとの関わり方を考える機会があれば良いな。 カジイクジナニヨワヒトオオキダンセイコカカカタカンガキカイヨ

		6		男 オトコ		30代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		子どもと一緒に参加出来る料理教室みたいなもの コイッショサンカデキリョウリキョウシツ

		7		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		将来にかかるお金のことは、漠然としか考えていなかったのでこれを機に数字をおとしこんで考えてみたいです。 ショウライカネバクゼンカンガキスウジカンガ

		8		男 オトコ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		料理には興味があるので、食事面から家事に参加出来ればいいかなと思います。 リョウリキョウミショクジメンカジサンカデキオモ

		9		女 オンナ		20代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		-

		10		男 オトコ		20代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		楽しかった。ありがとうございます。 タノ

		11		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		料理作りを子ども達も一緒にやりたいと話していました。家でも手伝いたいと言ったりします。 リョウリツクコタチイッショハナイエテツダイ

		12		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		全くしていない マッタ		はい

		13		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		14		女 オンナ		40代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		子どもも一緒に参加できるものもあると楽しいかも。 コイッショサンカタノ		下垣内志保　090-9188-8638 シモカキウチシホ

		15		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		16		男 オトコ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		どちらともいえない

		17		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		18		女 オンナ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		お世話になりました。ありがとうございました。とても楽しく勉強になりました。 セワタノベンキョウ

		19		女 オンナ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		20		男 オトコ		40代 ダイ		1								どちらかといえば満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		21		男 オトコ		40代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい		もう少しセミナーの時間が長くても良いと思いました。 スコジカンナガヨオモ		希望します。福永　眞也　080-6820-1320 キボウフクナガシンヤ

		22		女 オンナ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		初めて参加させていただきました。ふだんなかなか二人でクッキングをすることがないのでとても良い機会だったと思います。ありがとうございました。楽しかったです。 ハジサンカフタリヨキカイオモタノ

								11		11		0		0

				女　11 オンナ												大変満足　　　　　　16 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的 シュタイテキ		はい

																8		22		11		8

				男　11 オトコ												満足　　　　　　　　　12 マンゾク		不要 フヨウ		内　女 ウチオンナ		どちらともいえない

																13		0		10		3

				計 ケイ		20代 ダイ										どちらかといえば満足 マンゾク		よくわからない		内　男 ウチオトコ		いいえ

				22		3										1		0		1		0

						30代 ダイ										どちらかといえば不満 フマン				補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		無回答 ムカイトウ

						11										0				7		0

						40代 ダイ										不満　　　　　　　　　　　　0 フマン				内　女 ウチオンナ

						8										0				1

																				内　男 ウチオトコ

																				6

																				時々 トキドキ

																				3

																				内　女 ウチオンナ

																				0

																				内　男 ウチオトコ

																				3

						20代 ダイ		3												全くしていない マッタ

						30代 ダイ		11												内男 ウチオトコ

						40代 ダイ		8												1

						趣旨に同感 シュシドウカン		11

						パートナーの勧め スス		11

						魅力的なプレゼント ミリョクテキ		0

						その他 タ		0

						大変満足 タイヘンマンゾク		8

						満足 マンゾク		13

						どちらかといえば満足 マンゾク		1

						どちらかといえば不満 フマン		0

						不満 フマン		0

						必要 ヒツヨウ		22

						主体的 シュタイテキ		11

						補助的 ホジョテキ		7

						時々 トキドキ		3

						全くしていない マッタ		1

						主体的 シュタイテキ				補助的 ホジョテキ				時々 トキドキ				全くしていない マッタ

						11				7				3				1

						内　女性 ウチジョセイ		内　男性 ウチダンセイ		内　女性 ウチジョセイ		内　男性 ウチダンセイ		内　女性 ウチジョセイ		内　男性 ウチダンセイ		内　女性 ウチジョセイ		内　男性 ウチダンセイ

						10		1		1		6		0		3		0		1

						はい		8

						どちらともいえない		3

						いいえ		0

						趣旨に同感 シュシドウカン				パートナーの勧め スス

						11				11

						内　女性 ウチジョセイ		内　男性 ウチダンセイ		内　女性 ウチジョセイ		内　男性 ウチダンセイ

						10		1		1		10

						大変満足 タイヘンマンゾク				満足 マンゾク				どちらかといえば満足 マンゾク

						8				13				1

						内　女性 ウチジョセイ		内　男性 ウチダンセイ		内　女性 ウチジョセイ		内　男性 ウチダンセイ		内　女性 ウチジョセイ		内　男性 ウチダンセイ

						5		3		6		7		0		1





Sheet2

		



20代3名
14%

30代
11名
50%

40代8名
36%



Sheet3

		



参加のきっかけ

趣旨に
同感
11名
50%

パートナーの
勧め
11名
50%



		



大変満足
8名
36%

満足
13名
59%

どちらかと
いえば満足
1名
5%



		



必要

内　女性

必要
22名
100%



		



現在の家事参画について

主体的
11名
50%

補助的
7名
32%

時々
3名
14%

全くして
いない
1名
4%



		



はい
8名
73%

どちらとも
いえない
3名
27%



		






Graph1

		20代

		30代

		40代

		50代



20代
11%

30代
33%

40代
50%

50代
6%

2

6

9

1



Sheet2

		：￥・・・・・・・・・・・・・・		Q1		Q2		Q4きっかけ								Q5		Q5.男性の家庭参画、家事シェアリングについて ダンセイカテイサンカクカジ		Q6.現在、家事をされていますか ゲンザイカジ		Q7.イベントに参加された男性の方にお聞きします。今後、今まで以上に家事をやってみようと思われますか。 サンカダンセイカタキコンゴイマイジョウカジオモ		Ｑ.8自由意見（今後実施するといいと思われるセミナーのテーマなど） ジユウイケンコンゴジッシオモ

		No.		性別 セイベツ		年齢 ネンレイ		趣旨に同感 シュシドウカン		パートナーの勧め スス		おみやげ		その他 タ		満足度 マンゾクド								具体的に グタイテキ		家事メンズクラブ カジ

		1		男 オトコ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		2		女 オンナ		40代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的(毎日） シュタイテキマイニチ		-		中年男性向けの料理教室 チュウネンダンセイムリョウリキョウシツ

		3		男 オトコ		40代				1						満足 マンゾク		よくわからない		時々 トキドキ		はい

		4		女 オンナ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		託児があって安心してセミナーに参加できました。あたらしい発見、出会いがあってよかったです。 タクジアンシンサンカハッケンデア

		5		男 オトコ		20代 ダイ								1（義母の勧め） ギボスス		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない		特になし トク

		6		女 オンナ		20代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		とても楽しい時間を過ごすことができました。ありがとうございました。 タノジカンス

		7		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		家事シェアや家事育児の時短について カジカジイクジジタン		奥田樹080-8253-7965 オクダイツキ

		8		男 オトコ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		9		男 オトコ		30代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		久しぶりに料理をして妻の日々食事を作ってくれているありがたさを感じました。 ヒサリョウリツマヒビショクジツクカン		田中　秀則080-5168-6437 タナカヒデノリ

		10		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		女性向け講座はキャリア支援以外の内容も聞いてみたい ジョセイムコウザシエンイガイナイヨウキ

		11		男 オトコ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		初セミナー参加ということで始めはどんなんだろう？と不安と期待でいっぱいでしたがやってみると指導のおかげもあって何とかやれました。「イワシのさばきかた」 ハツサンカハジフアンキタイシドウナン		是非参加したいです。南谷和宏090-8076-0931 ゼヒサンカミナミタニワヒロ

		12		女 オンナ		50代 ダイ								1		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		-				南谷由香058-337-1379 ミナミタニユカ

		13		女 オンナ		40代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		14		男 オトコ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい				下垣内志保　090-9188-8638 シモカキウチシホ

		15		男 オトコ		40代 ダイ								1（3回目です！） カイメ		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		とても楽しく参加できました。今後も参加したいです。 タノサンカコンゴサンカ		参加希望です。青木晋一090-7026-6123（妻携帯） サンカキボウアオキシンイチツマケイタイ

		16		女 オンナ		40代 ダイ		1		1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		栄養を無駄にしない野菜の切り方、調理の仕方、保存方法を知りたい。あると便利な調理器具。 エイヨウムダヤサイキカタチョウリシカタホゾンホウホウシベンリチョウリキグ

		17		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		全くしていない マッタ		はい		家族みんな（子ども含む）でつくりたいです。 カゾクコフク

		18		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		子どもも一緒に作ったりしたいです。 コイッショツク
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		：￥・・・・・・・・・・・・・・		Q1		Q2		Q4きっかけ								Q5		Q5.男性の家庭参画、家事シェアリングについて ダンセイカテイサンカクカジ		Q6.現在、家事をされていますか ゲンザイカジ		Q7.イベントに参加された男性の方にお聞きします。今後、今まで以上に家事をやってみようと思われますか。 サンカダンセイカタキコンゴイマイジョウカジオモ		Ｑ.8自由意見（今後実施するといいと思われるセミナーのテーマなど） ジユウイケンコンゴジッシオモ

		No.		性別 セイベツ		年齢 ネンレイ		趣旨に同感 シュシドウカン		パートナーの勧め スス		おみやげ		その他 タ		満足度 マンゾクド								具体的に グタイテキ		家事メンズクラブ カジ

		1		男 オトコ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		2		女 オンナ		40代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的(毎日） シュタイテキマイニチ		-		中年男性向けの料理教室 チュウネンダンセイムリョウリキョウシツ

		3		男 オトコ		40代				1						満足 マンゾク		よくわからない		時々 トキドキ		はい

		4		女 オンナ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		託児があって安心してセミナーに参加できました。あたらしい発見、出会いがあってよかったです。 タクジアンシンサンカハッケンデア

		5		男 オトコ		20代 ダイ								1（義母の勧め） ギボスス		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない		特になし トク

		6		女 オンナ		20代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		とても楽しい時間を過ごすことができました。ありがとうございました。 タノジカンス

		7		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		家事シェアや家事育児の時短について カジカジイクジジタン		奥田樹080-8253-7965 オクダイツキ

		8		男 オトコ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		9		男 オトコ		30代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		久しぶりに料理をして妻の日々食事を作ってくれているありがたさを感じました。 ヒサリョウリツマヒビショクジツクカン		田中　秀則080-5168-6437 タナカヒデノリ

		10		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		女性向け講座はキャリア支援以外の内容も聞いてみたい ジョセイムコウザシエンイガイナイヨウキ

		11		男 オトコ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		初セミナー参加ということで始めはどんなんだろう？と不安と期待でいっぱいでしたがやってみると指導のおかげもあって何とかやれました。「イワシのさばきかた」 ハツサンカハジフアンキタイシドウナン		是非参加したいです。南谷和宏090-8076-0931 ゼヒサンカミナミタニワヒロ

		12		女 オンナ		50代 ダイ								1		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		-				南谷由香058-337-1379 ミナミタニユカ

		13		女 オンナ		40代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		14		男 オトコ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい				下垣内志保　090-9188-8638 シモカキウチシホ

		15		男 オトコ		40代 ダイ								1（3回目です！） カイメ		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		とても楽しく参加できました。今後も参加したいです。 タノサンカコンゴサンカ		参加希望です。青木晋一090-7026-6123（妻携帯） サンカキボウアオキシンイチツマケイタイ

		16		女 オンナ		40代 ダイ		1		1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		栄養を無駄にしない野菜の切り方、調理の仕方、保存方法を知りたい。あると便利な調理器具。 エイヨウムダヤサイキカタチョウリシカタホゾンホウホウシベンリチョウリキグ

		17		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		全くしていない マッタ		はい		家族みんな（子ども含む）でつくりたいです。 カゾクコフク

		18		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		子どもも一緒に作ったりしたいです。 コイッショツク
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Sheet2

		：￥・・・・・・・・・・・・・・		Q1		Q2		Q4きっかけ								Q5		Q5.男性の家庭参画、家事シェアリングについて ダンセイカテイサンカクカジ		Q6.現在、家事をされていますか ゲンザイカジ		Q7.イベントに参加された男性の方にお聞きします。今後、今まで以上に家事をやってみようと思われますか。 サンカダンセイカタキコンゴイマイジョウカジオモ		Ｑ.8自由意見（今後実施するといいと思われるセミナーのテーマなど） ジユウイケンコンゴジッシオモ

		No.		性別 セイベツ		年齢 ネンレイ		趣旨に同感 シュシドウカン		パートナーの勧め スス		おみやげ		その他 タ		満足度 マンゾクド								具体的に グタイテキ		家事メンズクラブ カジ

		1		男 オトコ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		2		女 オンナ		40代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的(毎日） シュタイテキマイニチ		-		中年男性向けの料理教室 チュウネンダンセイムリョウリキョウシツ

		3		男 オトコ		40代				1						満足 マンゾク		よくわからない		時々 トキドキ		はい

		4		女 オンナ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		託児があって安心してセミナーに参加できました。あたらしい発見、出会いがあってよかったです。 タクジアンシンサンカハッケンデア

		5		男 オトコ		20代 ダイ								1（義母の勧め） ギボスス		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない		特になし トク

		6		女 オンナ		20代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		とても楽しい時間を過ごすことができました。ありがとうございました。 タノジカンス

		7		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		家事シェアや家事育児の時短について カジカジイクジジタン		奥田樹080-8253-7965 オクダイツキ

		8		男 オトコ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		9		男 オトコ		30代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		久しぶりに料理をして妻の日々食事を作ってくれているありがたさを感じました。 ヒサリョウリツマヒビショクジツクカン		田中　秀則080-5168-6437 タナカヒデノリ

		10		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		女性向け講座はキャリア支援以外の内容も聞いてみたい ジョセイムコウザシエンイガイナイヨウキ

		11		男 オトコ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		初セミナー参加ということで始めはどんなんだろう？と不安と期待でいっぱいでしたがやってみると指導のおかげもあって何とかやれました。「イワシのさばきかた」 ハツサンカハジフアンキタイシドウナン		是非参加したいです。南谷和宏090-8076-0931 ゼヒサンカミナミタニワヒロ

		12		女 オンナ		50代 ダイ								1		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		-				南谷由香058-337-1379 ミナミタニユカ

		13		女 オンナ		40代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		14		男 オトコ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい				下垣内志保　090-9188-8638 シモカキウチシホ

		15		男 オトコ		40代 ダイ								1（3回目です！） カイメ		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		とても楽しく参加できました。今後も参加したいです。 タノサンカコンゴサンカ		参加希望です。青木晋一090-7026-6123（妻携帯） サンカキボウアオキシンイチツマケイタイ

		16		女 オンナ		40代 ダイ		1		1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		栄養を無駄にしない野菜の切り方、調理の仕方、保存方法を知りたい。あると便利な調理器具。 エイヨウムダヤサイキカタチョウリシカタホゾンホウホウシベンリチョウリキグ

		17		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		全くしていない マッタ		はい		家族みんな（子ども含む）でつくりたいです。 カゾクコフク

		18		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		子どもも一緒に作ったりしたいです。 コイッショツク
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		：￥・・・・・・・・・・・・・・		Q1		Q2		Q4きっかけ								Q5		Q5.男性の家庭参画、家事シェアリングについて ダンセイカテイサンカクカジ		Q6.現在、家事をされていますか ゲンザイカジ		Q7.イベントに参加された男性の方にお聞きします。今後、今まで以上に家事をやってみようと思われますか。 サンカダンセイカタキコンゴイマイジョウカジオモ		Ｑ.8自由意見（今後実施するといいと思われるセミナーのテーマなど） ジユウイケンコンゴジッシオモ

		No.		性別 セイベツ		年齢 ネンレイ		趣旨に同感 シュシドウカン		パートナーの勧め スス		おみやげ		その他 タ		満足度 マンゾクド								具体的に グタイテキ		家事メンズクラブ カジ

		1		男 オトコ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		時々 トキドキ		はい

		2		女 オンナ		40代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的(毎日） シュタイテキマイニチ		-		中年男性向けの料理教室 チュウネンダンセイムリョウリキョウシツ

		3		男 オトコ		40代				1						満足 マンゾク		よくわからない		時々 トキドキ		はい

		4		女 オンナ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		託児があって安心してセミナーに参加できました。あたらしい発見、出会いがあってよかったです。 タクジアンシンサンカハッケンデア

		5		男 オトコ		20代 ダイ								1（義母の勧め） ギボスス		満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない		特になし トク

		6		女 オンナ		20代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		とても楽しい時間を過ごすことができました。ありがとうございました。 タノジカンス

		7		女 オンナ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		家事シェアや家事育児の時短について カジカジイクジジタン		奥田樹080-8253-7965 オクダイツキ

		8		男 オトコ		30代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		どちらともいえない

		9		男 オトコ		30代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		久しぶりに料理をして妻の日々食事を作ってくれているありがたさを感じました。 ヒサリョウリツマヒビショクジツクカン		田中　秀則080-5168-6437 タナカヒデノリ

		10		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		女性向け講座はキャリア支援以外の内容も聞いてみたい ジョセイムコウザシエンイガイナイヨウキ

		11		男 オトコ		40代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		初セミナー参加ということで始めはどんなんだろう？と不安と期待でいっぱいでしたがやってみると指導のおかげもあって何とかやれました。「イワシのさばきかた」 ハツサンカハジフアンキタイシドウナン		是非参加したいです。南谷和宏090-8076-0931 ゼヒサンカミナミタニワヒロ

		12		女 オンナ		50代 ダイ								1		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		-				南谷由香058-337-1379 ミナミタニユカ

		13		女 オンナ		40代 ダイ				1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-

		14		男 オトコ		30代 ダイ		1								大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい				下垣内志保　090-9188-8638 シモカキウチシホ

		15		男 オトコ		40代 ダイ								1（3回目です！） カイメ		大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		補助的（毎日） ホジョテキマイニチ		はい		とても楽しく参加できました。今後も参加したいです。 タノサンカコンゴサンカ		参加希望です。青木晋一090-7026-6123（妻携帯） サンカキボウアオキシンイチツマケイタイ

		16		女 オンナ		40代 ダイ		1		1						大変満足 タイヘンマンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		-		栄養を無駄にしない野菜の切り方、調理の仕方、保存方法を知りたい。あると便利な調理器具。 エイヨウムダヤサイキカタチョウリシカタホゾンホウホウシベンリチョウリキグ

		17		男 オトコ		40代 ダイ				1						満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		全くしていない マッタ		はい		家族みんな（子ども含む）でつくりたいです。 カゾクコフク

		18		女 オンナ		30代 ダイ		1								満足 マンゾク		必要 ヒツヨウ		主体的（毎日） シュタイテキマイニチ		－		子どもも一緒に作ったりしたいです。 コイッショツク
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