平成２８年６月号 Vol.６３
兵庫県男女共同参画推進本部

まもなくです

男女共同参画週間

6 月 23 日(木)から 29 日(水)までの 1 週間は、
平成 11 年 6 月
23 日｢男女共同参画社会基本法｣の公布・施行を記念して国の男女
共同参画推進本部(事務局:内閣府男女共同参画局)が定めた｢男女共
同参画週間｣です。今年のキャッチフレーズは、

「意識をカイカク。
男女でサンカク。
社会をヘンカク。」

です。
男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個
性と能力を発揮できる｢男女共同参画社社会」を実現するためには、
県民、地域団体･ＮＰＯ、企業、行政等の参画と協働による取組が
必要です。私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、こ
の機会に考えてみませんか？
（問）県男女家庭課 078-362-3160

常に第一線を歩み、チャ
レンジし続けてこられた
村木厚子さんをお迎えし
て、ご自身の経験も交え
｢女性が活躍できる社会｣
についてメッセージをい
ただきます。
■日

時 平成 28 年 7 月 7 日(木)
13：30～15：30
■会 場 クリスタルホール(神戸市中央区)
■講 師 村木厚子氏（前厚生労働事務次官）
■定 員 250 名(先着順)
■一時保育 あり(1 歳半～就学前まで(無料・要予約))
■申 込 ①イーブン HP から、インターネット、
QR コード または ②FAX、電話、ハ
ガキで市区町名、氏名、年齢、電話番号、
所属、一時保育の希望の有無をお知らせ
ください。
http://www.hyogo-even.jp/activitysupport.html#160707foram
(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

♪県内市町の男女共同参画週間に開催される事業
については 2・３ページに掲載しています。

家族のきずなを深めるきっかけとなる｢家族
の日｣運動の一環として、｢家族の日｣写真コン
クールの作品を募集します。
家族のあたたかさやきずなの大切さを感じるひ
とときをカメラに収め、お気軽にご応募ください。
■テーマ
｢家族のベストショット｣
■応募期間 平成 2８年 7 月 1 日～
9 月 30 日(金)必着
■応募資格 兵庫県内に在住または通勤･通学
されている方
■応募規定
・カラーまたは白黒写真でプリントしたもの
・デジタルカメラ可(合成したものは不可)
・サイズは２L(127 ㎜×178 ㎜)､または、キャ
ビネ判(130 ㎜×１80 ㎜)
・１人何点でも応募できます。
■賞 兵庫県知事賞のほか入賞者へは副賞もあ
ります。
※詳細は兵庫県 HP
から｢家族の日写
真コンクール作
品募集｣で検索し
てください。
平成２７年度知事賞受賞作品
（問）県男女家庭課 078-362-3169
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参加しませんか？

県内各地の「男女共同参画週間」事業の取組に・・・

尼崎市女性センター･トレピエ（問）06-6436-6331
○講演会「性暴力被害者支援を考える～性暴力救援セン
ター・大阪 SACHICO の取り組み～」（6/25）
講師：加藤 治子（性暴力救援センター・大阪 SACHICO 代表）
会場：同センター

西宮市男女共同参画センター（問）0798-64-9495
○講演会「男が働かない、いいじゃないか！～仕事中
心の生き方を見つめ直す～」（6/25）
講師：田中 俊之（武蔵大学教員）
会場：同センター

芦屋市男女共同参画推進課 （問）0797-38-2023
○映画会「アリスのままで」（6/25）
会場：ルナ・ホール
宝塚市人権男女共同参画課 （問）0797-77-9100
○特別寄稿「今日はお休みですか？」
執筆者：多賀 太(関西大学文学部教育文化専修教授)
*市広報誌 7 月号に掲載
宝塚市立男女共同参画センター（問）0797-86-4006
〇男女共同参画スタディーズ
講座「性の多様性とは？」
（6/25）
講師：東 優子（大阪府立大学地域保健学域教育福祉学類教授）
会場：同センター

伊丹市立女性・児童センター（問）072-772-1078
○講座「すこしずつ前向きになればいい」(6/15・29、全 2 回)
講師：徳永 京子(保健師・精神保健福祉士・
心理カウンセラー)
○講座「アナウンサーのお仕事～正しく伝える
ことの基本～」（6/26）
講師：毛利 八郎・山本 悠美子（ともに関
西テレビアナウンサー）
○イクメン・カジダン・人のふれあい・つなが
りフォトコンテスト授賞式（6/26）
いずれも同センター
伊丹市同和･人権推進課
（問）072-784-8146
○男女共同参画週間パネル展(6/20～6/29)
会場：伊丹市役所 1 階ロビー

川西市男女共同参画センター（問）072-759-1856
○図書コーナーに男女共同参画関係の書籍を配架（6/1～30）
○男女共同参画社会の実現をめざす活動助成「公開
プレゼンテーション＆事業報告会」
（6/17）
○パレットかわにし 14 周年フェスタ（6/18～６/19）
○講演会「この時代に必要なメディアの読み解き方」（6/21）
講師：下村 健一（ジャーナリスト）
会場：いずれも同センター
あかし市男女共同参画センター（問）078-918-5611
○パネル展示（6/23～6/29）会場：明石市生涯学習センター７階
○ワークショップ「第１回あかし女性応援ミーティング」（６/25）
会場：明石市生涯学習センター
高砂市男女共同参画センター（問）079-443-9133
○パネル及びエッセイ作品展示 (6/20～7/1）
会場：高砂市役所１階、市民ギャラリー「あいぽっと」
西脇市男女共同参画センター （問）0795-25-2800
○男女共同参画啓発パネル展（6/23～6/30）
会場：茜が丘複合施設 Miraie 情報交流コーナー
三木市男女共同参画センター（問）0794-89-2331
〇男女共同参画啓発パネル展（6/20～6/30）
会場：三木市役所プロムナード
〇啓発のぼり旗設置（6/20～6/30）場所：三木市役所･公民館
○講演会「元いじめられっ子の女性落語家奮闘記」(6/25)
講師：桂ぽんぽ娘（落語家）
○講座｢かるたで防災!男女共生防災かるたで遊ぶ｣(6/25)
会場：いずれも三木市立教育センター

三田市まちづくり協働センター（問）079-563-8000

○講演会「一億総活躍社会を Dr.石蔵と考える!!
自分らしく、もっと輝くために、今日
からスグにできること」
（6/26）
講師：石蔵 文信（大阪樟蔭女子大学教授）
会場：同センター
加古川市男女共同参画センター（問）079-424-7172
〇講座「知る！聞く！見つける！それぞれの起業スタイル」（6/23）
○講演会「こどもの『負けないチカラ』を引き出す法
則～日々の暮らしが家族を育む～」
（6/25）
講師：小﨑 恭弘（大阪教育大学准教授）
会場：いずれも同センター
播磨町生涯学習グループ（問）079-435-0565
○啓発懸垂幕及びミニのぼり旗の設置(6/1～6/30)
場所：播磨町役場
○セミナー「働く女性の時間管理術」(6/23)
講師：森本 紀子(キャリアカウンセラー)
会場：播磨町役場第１庁舎
○講演会｢自分らしく生きる～性的違和を乗り越えて～｣（6/27）
講師：清水 展人(NPO法人Japan GID Friends理事長)
会場：播磨町中央公民館
小野市男女共同参画センター（問）0794-62-6765
○講演会「私も大切、あなたも大切 認め合って二人三脚」（6/18）
講師：露の団姫(落語家)
豊来家大治朗(太神楽曲芸師) 夫妻
コーディネーター：須田 和（元尼崎市女性センタートレピエ所長）
会場：小野市うるおい交流館エクラ エクラホール

加東市人権教育課
（問)0795-43-0544
○ケーブルテレビ放映 （6/23～6/29）
「加東市人権ミニトーク 心の窓『男女共同参画って何？』
○啓発グッズの配布
場所：加東市内ショッピングセンター3 カ所
○セミナー「女性のための働き方セミナー」（6/29）
講師：飯鉢 仁弥（キャリアカウンセラー・産業カウンセラー）
会場：やしろこどものいえ
掲載スペースの都合により､講師の敬称を省略しました。
あしからずご了承ください。
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姫路市男女共同参画推進センター（問）079-287-0803
○あいめっせ写真展(6/22～7/6）会場：イーグレひめじ１,3階
○女性の権利１１０番（6/24）会場：イーグレひめじ3階、相談室ほか
○講演会「男女共同参画で未来を変える～誰もがともにいき
いきと暮らせる社会をめざして～」（6/25）
講師：村木 厚子（前厚生労働事務次官）
会場：あいめっせホール

相生市地域振興課
（問）0791-23-7130
〇“キラリ輝く”女性の活動フォーラム（6/25）
・活動発表＆パネルディスカッション
・講演会
講師：石蔵 文信（大阪樟蔭女子大学教授）
・「カジダン・イクメン・イクジイ」フォトコンテスト表彰式
・ふれあいマーケット
会場：相生市文化会館扶桑電通なぎさホール
養父市男女共同参画センター（問）079-664-2110
〇啓発のぼり旗設置（6/17～6/29）場所：やぶ保健センター駐車場前
○啓発チラシ入りティッシュの配布（6/24）場所：やぶYタウン駐車場
○協賛講演会（6/24）
講師：石蔵 文信（大阪樟蔭女子大学教授）
会場：養父市立八鹿公民館
篠山市人権推進課
（問）079-552-6926
○男女共同参画研修会（7/15）
講師：石蔵 文信（大阪樟蔭女子大学教授）
会場：篠山市民センター多目的ホール

福崎町社会教育課
（問）0790-22-0560
○講座「ライフプランニング＆マネープランニン
グの基礎知識」
（6/24）
講師：大石 泉（ファイナンシャルプランナー）
会場：福崎町文化センター
宍粟市人権推進課
（問）0790-63-0840
○講演会「おもいやりパートナーシップのすすめ」
講師：石蔵 文信（大阪樟蔭女子大学教授）
① 6/24 会場：センターちくさ
② 6/27 会場：宍粟防災センター
豊岡市生涯学習課
（問）0796-23-0341
○啓発チラシ入りティッシュの配布（6/２３）
会場：市内ショッピングセンター前
○図書コーナーに関連書籍のミニコーナーを設置(6月中旬～6/30)
場所：豊岡市立図書館本館

丹波市人権啓発センター （問）0795-82-0242
○講演会「地域を活かす『女性の活躍』～なぜ、
いま『女性の活躍』が必要なのか?共に
考えましょう～」
（6/23）
講師：朴木佳緒留（神戸大学名誉教授）
会場：春日文化ホール

朝来市人権推進課
（問）079-672-6122
○展示本コーナーに関連図書を配架(6/14～7/18)
場所：朝来市和田山図書館
○啓発のぼり旗設置（6/22～6/29）
場所：市役所本庁舎･各支所周辺
○街頭啓発、啓発チラシの配布（6/24）
場所：市内ショッピングセンター
○講演会｢女らしくなく 男らしくなく 自分らしく｣(7/18)
講師：露の団姫（落語家･僧侶）
会場：和田山ジュピターホール 小ホール
（問）県男女家庭課 078-362-3160

◆◆平成 27 年度(第 1 回)ひょうご女性活躍企業表彰 受賞企業紹介 ◆◆
～ 様々な働き方により誰もが能力発揮できる職場 ～
■会 社 名：株式会社ユーシステム（神戸市）
■代 表 者：代表取締役 佐伯 里香
■事業内容：ソフトウェア開発業■従業員数：17 人
■Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.u-sys.co.jp/
株式会社ユーシステムは、コンピュータソフト
ウェア開発・インターネット情報処理等を行う会
社で、平成 14 年に設立されました。
社長が起業前に、当時はまだ事例の少なかった
フルタイムによる在宅勤務を経験。自らの経験を
元に、創業時から在宅勤務やフレックスタイムな
どを取り入れるとともに、女性人材に着目。出産･
育児を機に離職せざるを得なかった有能な女性を
積極的に採用し､働きやすく能力が発揮できる職
場環境づくりに注力してきました。
また､経営改善に向けた様々なアクションプラ
ン(行動目標や成果目標を設定)を設定し、社員全員
で取り組むとともに、女性社員をプランのリー
ダーに登用するなど、女性リーダーの育成にも取
り組んできました。

その結果､経営参画への意識も高まり、気軽に
意見が言える雰囲気のもと、少人数ながら全社員
が一丸となって業務に取り組んでいます。
また近年は､ＩＴ産業に共通の課題である長時
間労働に対し、徹底した経営品質の向上に取り組
むことにより、大幅に長時間労働を解消｡将来的
には残業ゼロを目標にするなど､職場環境のさら
なる改善に努めています。
能力を持ちながら、出産・育児等により一度離
職した女性が再就業し、活躍のできる職場とし

て、今後の波及が期待されます。

（問）県男女家庭課 078-362-3160
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参加者募集中の講座・お知らせ
★再就職のためのパソコン講座
(長期･初心者向け)★

★男女共同参画セミナー★

◆開催日時と内容 ※時間は 10:00～16:00
実施日
内容
･コミュニケーション能力の
向上とビジネスマナー
６/20(月)
･年金、社会保険の基礎知識
～6/22(水)
･効果的な履歴書の作成方法
と面接対策
･ワード基本
6/23(木)～
7/12(火)の ･エクセル基本
12 日間
◆会
場 県立男女共同参画センター講習室
◆定
員 20名(応募者多数の場合は抽選)
◆受 講 料 無料(テキスト代約5,000円は
受講者負担)
◆締め切り ６月13日(月)必着

日時
テーマ
講師
6/30(木) 男女共同参画概論
神戸親和女子大学
10:00 ～ ～男女がともに い 発達教育学部教授
12:30
つで も どこ でも 勝木 洋子さん
いきいきと～
6/30(木) 女性のチャレンジ 国連ウィメン日本
13:30 ～ 支援
協会理事
16:00
～しなやかでたくま 公 益 財 団 法 人
しい女性のリーダー 世界人権問題研究
シップが 21 世紀を センター研究員
変える！～
三輪 敦子さん
7/7(木)
女性の働き方と社会 神戸学院大学
10:00 ～ 保障制度
経済学部 准教授
12:30
～高齢期になって見 田宮 遊子さん
えてくるもの～
◆定
員 各回 40 名
◆受 講 料 無料
◆締め切り 各開催日の１週間前

★イーブン保育付きライブラリー★
子育て中のみなさん、読書でリフレッシュし
ませんか？
1 歳半から就学前までのお子さんをお持ち
の方が当センター内の保育室にお子さんを預
け、情報図書室で本を読んだり、併設のハロー
ワークで職業検索や相談ができます。

◆開催日時 毎月第 3 火曜日 午前 10:00～12:00
◆対
象 県内在住で 1 歳半から就学前までのお子さ
んをお持ちの方(親、祖父母等)
◆申込方法 電話・窓口で受け付けます。
◆参加費 無料 ◆保育定員 子ども 9 人

※講座の詳細は、下記までお問い合わせください。

兵庫県立男女共同参画センター・イーブンの相談窓口
種

類

女性のためのなやみ相談
（女性カウンセラー）
法律相談（女性弁護士）
男性のための相談(男性臨床心理士)
女性のためのチャレンジ相談
（女性社会保険労務士等）

相談方法

電話番号等

電話（直通）

078-360-8551

面接（要予約）

078-360-8554

面接のみ ※なやみ相談(面接)後に予約
電話

不妊・不育専門相談（助産師等）

思いがけない妊娠ＳＯＳ（助産師）

毎月 第２水曜日（原則）

078-360-8553

毎月第１・３火曜日

17:00～19:00

078-360-8554

毎月第１～４木曜日
10/29(土)

10:00～13:00

078-360-8260

月～金曜日

9:00～17:00

電話（直通）

078-360-8557

月～土曜日

9:00～17:00

電話（直通）

078-360-1388

毎月第１･３土曜日

10:00～16:00

面接（要予約）

078-362-3250

毎月第２土曜日・8/24(水)

14:00～17:00

電話（直通）

078-351-3400

月曜日と金曜日

10:00～16:00

電話・面接
(電話・面接とも要予約)

女性就業相談室ハローワーク相談窓口 問い合わせ(電話相談不可)
情報相談（情報アドバイザー）

実 施 日 時
9:30～12:00
月～土曜日
13:00～16:30
11:00～18:40
月～金曜日
土曜日
9:20～16:50

メール http://ninshinsos-sodan.com

ひょうご男女共同参画ニュース

随時受付。返信は原則として１週間以内

平成２８（２０１６）年６月号（Ｖｏｌ．６３） ※毎月１日発行

【編集・発行】 兵庫県立男女共同参画センター・イーブン、兵庫県男女家庭課
HP：http://www.hyogo-even.jp/
【問い合わせ】 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町１－１－３ 神戸クリスタルタワー７階 兵庫県立男女共同参画センター
TEL：０７８－３６０－８５５０ FAX：０７８－３６０－８５５８
HP：http://www.hyogo-even.jp/
【 開 館 時 間 】 月～金曜日 ９：００～１９：００／土曜日 ９：００～１７：００
HP
http://www.hyogo-even.jp/
【休 館 日 】 日曜日、祝日、国民の休日、年末年始 (12/28 ～1/4 )
Facebook https://www.facebook.com/hyogo.even
このニュースは、関係機関や希望者に配信するとともに、男女共同参画推進員がお配りしています。ご希望の方は、上記にご連絡ください。
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