平成２６年６月号 Vol.3９
兵庫県男女共同参画推進本部

まもなくです
６月 23 日(月)から６月 29 日(日)までの１週間は、平成 11 年 6 月 23 日に「男女共同参画社会基本法」
が公布・施行されたことを記念して、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。
キャッチフレーズ

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
社会」。その実現のため、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？

兵庫県と神戸市では、男女共同参画週間
記念事業として、県民、地域団体、ＮＰＯ、
企業、行政等がともに取り組む契機となる
よう毎年この時期に「ひょうごフォーラ
ム」を開催しています。
雇用形態の多様化や働く人の意識の変
化など、クラウドソーシングが広まる背景
と今後の可能性について講演いただくと
ともに、地域での女性、高齢者、若者等あ
らゆる層のこれからの働き方について参
加者とともに考えます。

日
会
講

時：７月３日（木）13:30～15:30
場：クリスタルホール（神戸市中央区）
師：吉田浩一郎氏（株式会社クラウド
ワークス代表取締役社長兼ＣＥＯ）
定
員：200 名（先着順）
一時保育：あり
（１歳半から就学前まで（無料・要予約）
）
申
込：①イーブンホームページから､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。
(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

女性のための働き方セミナー「働くママの時間管理術」
講師

瀧井智美さん（龍谷大学非常勤講師）

5/26

今年度４回目の「女性のための働き方セミナー」。
今回は、２歳までのお子さんと一緒に参加する
スタイルで、『働くママの時間管理術』をテーマ
に開催しました。
講師は、自分の時間を見える化し、すきま時間
をうまく活用すること等を提案｡｢自分がしてほし
いことは、まず自分からする」「何かを手放すこと、やり方を変える
ことも大事」といった助言をふまえ、参加者同士の情報交換を通じて、
仕事と育児・家事を両立させるためのコツを学びました。
参加者からは「経験者の方からの話が聞けて良かった」｢乳児連れで
参加できるセミナーが他に無いので、うれしかった」など好評でした。
今回のような子連れセミナーは、年間４回計画しており、次回は夏
頃に開催予定です。

育児・介護等離職者再就職準備
支援補助金申込受付中！
◆対 象 者

県内在住の65歳未満
の方で、結婚、妊娠、
出産、育児、介護、配
偶者の転勤で離職し、
再就職をめざす方
◆対象講座 国が指定する教育訓練
講座で、平成26年４月
１日以降に受講開始し
たもの
◆補助金額 入学料及び受講料の
20%（上限10万円）
◆申込方法 所定の書類を持参又は
郵送でセンターに提出

(問)県立男女共同参画センター078-360-8550
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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「浜矩子が語る！グローバル社会に
おける女性のエンパワメント」
（7/5）
講師：浜 矩子
（エコノミスト､同志社大学大学院ビジネス研究科教授）
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「きわきわをめぐる少女マンガの行方
～社会の際からみえること～」
（6/27）
講師：藤本 由香里
（明治大学国際日本学部教員）
場：同センター

伊丹市立女性・児童センター (問)072-772-1078
○男女共同参画市民ウィーク
（6/23～6/29）
・本の企画展「こどもと一緒に読める本」
（6/23～6/29）
・講演会「笑って元気になる教室」
（6/22）
講師：鈴鹿 照（元宝塚歌劇団）

・講演会「ゆたかに生きるためのスキル」（6/2７）
講師：南野 忠晴（大阪府立八尾北高等学校家庭科教員）
会場：同センター

伊丹市同和・人権推進課
(問)072-784-8146
○男女共同参画啓発パネル展（6/１７～6/2７）
会場：伊丹市役所１階ロビー

芦屋市男女共同参画センター(問)0797-38-2023
○映画会「がんばっぺ フラガール！
～フクシマに生きる。彼女たちのいま～」
（6/26）
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「男女共同参画について」
執筆者：萩原 なつ子
（立教大学２１世紀社会デザイン研究科教授）
*市広報誌 7 月号に掲載

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
（6/22～28）
○パレットかわにし☆12 周年フェスタ
（6/2８～６/29）
○講演会「生き方を１０倍おもしろくする、
市民活動センター＆男女共同参画センターの
楽しみ方！」
（6/28）
講師：早瀬 昇（日本 NPO センター 代表理事）
小川 真知子（NPO 法人 SEAN 理事長）
会場：同センター

高砂市男女共同参画センター(問)079-443-9133
○パネル展「ワーク・ライフ・バランス」
(6/23～7/4）
○活動報告資料の展示「高砂ホームナースの会」
場所：高砂市役所１階 市民ギャラリー「あいぽっと」

三木市男女共同参画センター(問)0794-89-2331
○講演会「男女共同参画で四角じゃない丸い社会」
（6/28）

三田市まちづくり協働センター(問)079-563-8000
○講演会「日本女性・世界へ羽ばたけ！」
（6/28）
講師：ピーター・フランクル（数学博士・大道芸人）

○写真パネル展「ネパールの女の子の一生」
（6/24[1３時から]～7/1[1３時まで]）
会場：同センター

明石市男女共同参画課
（問）078-918-5611
○きらめきあかしクイズラリー (6/29 まで)
市内で実施

○パネル展示
（6/10～6/19）会場：明石市生涯学習センター
（6/21～6/29）会場：JR 大久保駅橋上ギャラリー
○横断幕の掲示 （6/10～6/29）
明石市役所２階デッキ

○啓発チラシ入りポケットティッシュの配布
（6/25）明石駅・大久保駅周辺
○人形劇「カリンとうみのたからもの」
（6/21）
会場：あかし男女共同参画センター会議室 1･2

○映画会「ユキエ」
（6/24）
会場：あかし男女共同参画センター会議室３

加古川市男女共同参画センター(問)079-424-7172
○講演会「意外と知らない産後の本音！」
（6/28）
講師：吉岡 マコ（NPO 法人マドレボニータ代表）
会場：同センター

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？』」
○図書コーナーに男女共同参画関係の書籍を配架
場所：加東市内図書館

○セミナー「自分を知る」（6/25）

講師：笑福亭松枝（落語家）
会場：三木市立教育センター４階 大研修室

会場：加東市役所５０１会議室

加西市ふるさと創造課
(問)0790-42-8706
○女性のコミュニティ活動報告会（6/14）
講演会「女性が起業して自分らしく生きる」
講師：三根 早苗
（(有)パワーエンハンスメント代表取締役社長）
会場：加西市地域交流センター多目的ホール
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西脇市教育委員会生涯学習課(問)0795-22-5996
○パネル展示（6/23～6/30）
会場：西脇市役所１階ロビー

宍粟市まちづくり推進課
(問)0790-63-3123
○男女共同参画推進講演会

姫路市男女共同参画推進センター (問)079-287-0803
○ＪＲ姫路駅ビル「ピオレ姫路」ライトアップ
（6/22～6/29）
○あいめっせ写真展(6/20～7/1）

・講師：靍 理恵子（吉備国際大学准教授）
会場等：センターいちのみや(6/20)
センターちくさ(7/4)
・講師：相川 康子
（ＮＰＯ政策研究所専務理事）
会場等：宍粟防災センター(6/23)
市民センター波賀(7/3)

会場：同センター１階、3階

○男女共同参画週間講演会（6/21）
講師：小室 淑恵
（㈱ワーク・ライフバランス代表取締役）
会場：あいめっせホール

○女性の権利１１０番（6/27）
会場：同センター３階

相生市地域振興課
(問)0791-23-7130
○「キラリ輝く女性の活動交流会」
（6/29）
＊フォトコンテスト ＜表彰式あり＞

養父市男女共同参画センター
(問)079-664-2110
○講演会「笑顔で参画（△）も丸～るくね！」
（6/23）

会場：相生市民会館

講師：三遊亭楽団治（アマチュア落語家・講演師）
会場：八鹿公民館 展示室

朝来市人権推進課
(問)079-672-6122
○街頭啓発、啓発ﾁﾗｼの配布
（6/24）市内大型ショッピングセンター
○啓発のぼり旗設置
（6/23～6/29）市役所周辺他

丹波市人権啓発センター
(問)0795-82-0242
○講演会「すべての人が生き生きと暮らす社会のために」
（6/26）

篠山市人権推進課
(問)079-552-6926
○講演会
「日常性と非日常性に潜む女性問題を考える」
（6/27）
講師：源 淳子（関西大学人権問題研究室委嘱研究員）
会場：篠山市民センター

イーブン情報図書室だより
『女性管理職のＦＡＱ』
森本千賀子、朝日新聞出版、2013 年
著者は、人材紹介会社のスーパー
営業ウーマン、そして２児の母。
仕事で出会った多くの女性管理職や
自身の経験から、女性が管理職として活躍するた
めに役立つことを、Ｑ＆Ａ方式でまとめている。
「はじめて管理職になる」「部下と信頼関係を築
く」
「キャリアへの不安」
「出産前後の処世術」な
ど、その時々の場面に応じた具体的なアドバイス
に力づけられる一冊。

講師：白井 文（前尼崎市長）
会場：春日文化ホール

【代表者】代表取締役社長 新免 将 【所在地】豊岡市
【事業内容】農産物生産・販売・加工・特殊肥料販売
【従業員数】１２人
【URL】http：//rakunouya.com/

豊岡市の神鍋高原にある直営
農園を中心に、周辺農家とも提
携して野菜の生産・販売を行う
㈱Teams は、農業を通じて地元雇用に努めつつ、
従業員個々の能力を生かした働きやすい職場づく
りに取り組んでいます。
農業を引退した高齢者を栽培の指導に、日中時
間が空く近隣の主婦を事務や現場作業のスタッフ
に、元会社員の U ターン者をそれぞれの経験やス
キルに合わせて営業、企画・販売の担当に配属す
るなど多様な人材を確保すると同時に、地域のこ
と、家庭のことを最優先できるよう臨機応変に対
応しています。
例えば、事務所でタイムカードを押し、その上
で、子どもの送り迎えのために出勤時間を前後さ
せたり、一旦帰宅して用事を済ませたりと、一人
ひとりの事情にあった柔軟な勤務体制を整えるほ
か、週 1 回のミーティングや SNS を活用し、情
報共有することで従業員同士がカバーする体制が
生まれています。
さらに、就農人口の増加を目標に、安心して働
ける体制づくりに向けた取組を今も進行中です。

『年代別 女性の健康と働き方マニュアル
：ワーク・ライフ・バランスとヘルスケア』
NPO 法人女性の健康とメノポーズ協会、
SCICUS（サイカス）、2012 年
年を取れば体も変わる。その当たり前のことに
目をつむり、仕事や家事に無理をしすぎる女性も
多い。本書では、20 代から 70 代までの女性の
体の変化と、起こりやすい病気や予防法を年代別
に紹介。あわせて結婚、育児、定年などのライフ
イベントを掲載し、一生を通じてのワーク・ライ
フ・バランスが見通せる内容になっている。マン
ガやデータが多用され読みやすい良書。
（問）県立男女共同参画センター 078-360-8557

（問）県男女家庭課 078-362-3160
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参加者募集中のイーブン主催講座
シングルマザーのライフプラン

男女共同参画セミナー

【日
【講
【定

時】６月20日（金）10:30～12:00
師】中野冬美（ひとり親家庭相談員）
員】シングルマザー、またはシングルマ
ザーになる予定の方８名
【受 講 料】無料
【一時保育】１歳半から就学前のお子さん対象、
無料・要予約
【応募締切】６月1３日(金)

(第18期男女共同参画アドバイザー養成塾公開講座)
日時

テ ー マ

講

師

神戸親和女子大学

6/26(木) 誰もが生きやすい男女
発達教育学部教授
10:00～ 共同参画社会を学ぼう 勝木 洋子さん
男女共同参画時代のメ
ＮＰＯ法人
6/26(木) ディア・リテラシー
ＳＥＡＮ理事長
13:30～ ～テレビやネットの裏 小川真知子さん
側を読み解く～
7/3(木)
10:00～

【定

地域における男女共同
参画の実践
～母親たちが始めた自
分たちのまちづくり～

再就職のためのパソコン講座

井吹東ふれあいの
まちづくり
協議会委員長

日

坂本津留代さん

員】各回４０名
（無料・先着順、県内在住・在勤者）

6/23（月）
6/24（火）
6/25（水）
6/30～7/17
の 12 日間

【一時保育】１歳半から就学前まで８名
（無料・要予約、先着順）

内容
・コミュニケーション能力の
向上とビジネスマナ－
・効果的な履歴書作成と面接
対策
・ワード基本・エクセル基本

【受 講 料】無料、ただしテキスト代（4,000
円程度）は受講者負担
【応募締切】６月1６日(月)必着

【申込方法】所定の様式に記入し、開催日の一週間前
までにセンター宛 ＦＡＸ・郵送・持参

※講座内容や相談についての詳細は、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の相談
（女性カウンセラー）

電 話 番 号
電話相談（直通）

078-360-8551

面接相談（要予約）

078-360-8554

法律相談（女性弁護士） 面接相談のみ ※なやみの相談(面接)後予約
男性のための相談（男性臨床心理士）
不妊専門総合相談（助産師等）
女性のためのチャレンジ相談
（女性社会保険労務士等）
イーブン女性就業相談室
ハローワーク相談窓口
情報相談（情報アドバイザー）
（学習や調べものなどのご相談に）

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
原則毎月第２火曜日

電話相談

078-360-8553

毎月第１・３火曜日

17：00～19：00

電話相談（直通）

078-360-1388

毎月第１･３土曜日

10：00～16：00

面接相談（要予約）

078-362-3250

電話相談・面接相談
（どちらも要予約）

078-360-8554

毎月第１～４木曜日

10：00～13：00

問い合わせ先
(電話相談不可)

078-360-8260

月～金曜日

9：00～17：00

電話相談（直通）

078-360-8557

月～土曜日

9：00～17：00

ひょうご男女共同参画ニュース

毎月第２土曜日・第４水曜日 14：00～17：00

平成２６（２０１４）年６月号（Ｖｏｌ．３９） ※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
【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
【休 館 日 】 日曜日、祝日、国民の休日、年末年始 (12/28 ～1/4 )

このニュースは、関係機関・団体や希望者に配信させていただくとともに、男女共同参画推進員が
お配りさせていただいています。配信を希望される方は、上記にご連絡ください。
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