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兵庫県男女共同参画推進本部

男女共同参画週間

６月２３日（土）～６月２９日（金）

毎年6月
月23日から
日から29日までの一週間は
日までの一週間は、
、平成11年6
6月23日「男女共同参画
「男女共同参画
社会基本法」の
社会基本法」の公布
公布・施行を記念して国の男女共同参画推進本部（事務局
・施行を記念して国の男女共同参画推進本部（事務局：
・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。
府男女共同参画局）が定めた「男女共同参画週間」です。
今年度のキャッチフレーズは
です
「走り出せ、性別のハードルを超えて、今」 です。
2020
2020年の東京オリンピックを控え、スポーツに関わるあらゆる分野で
年の東京オリンピックを控え、スポーツに関わるあらゆる分野での
年の東京オリンピックを控え、スポーツに関わるあらゆる分野で の
女性の参画を推進し、様々なスポーツの分野で男女が
女性の参画を推進し、様々なスポーツの分野で男女がと
とも親しみ、チャレンジ
も親しみ、チャレンジ
を促すためのキャッチフレーズを募集し、応募総数
を促すためのキャッチフレーズを募集し、応募総数3,101
3,101点の中から選ば
点の中から選ばれ
れ
ました。
これを機にスポーツの分野における男女のパートナーシップについても考えてみませんか？
（問）県男女家庭課 078-362-3160
078
3160

「兵庫県男女共同参画フォーラム」を
開催します！
■日 時
■場 所 兵庫県公館大会議室
■内 容
第１部：基調講演
講師 鹿嶋 敬 氏
演題「男女平等は進化したか
演題「男女平等は進化したか～
～男女共同参画基
男女共同参画基
本計画の策定、施策の監視から～」
本計画の策定、施策の監視から
第２部：パネルディスカッション
「女性活躍の一層の推進に向けて」
コーディネーター：清原 桂子 氏
パネラー：

■定 員 300 名
■参加費 無料
■申込方法 お名前・お電話番号を記載のうえ、メ
ール又はＦＡＸにて県男女家庭課あてお申し込み
ください。（
ください。（danjokatei@pref.hyogo.lg.jp
danjokatei@pref.hyogo.lg.jp）
danjokatei@pref.hyogo.lg.jp

ひょうご女性未来会議 in 丹波が開催されました
第34回ひょうご女性未来会議が、
回ひょうご女性未来会議が、
回ひょうご女性未来会議が、丹波の森公
丹波の森公
苑で開催され、
苑で開催され、金澤副知事
金澤副知事はじめ、さまざま
、さまざまな分
な分
野で活躍する女性約140名が一堂に集いました。
野で活躍する女性約
名が一堂に集いました。
第1部パネルディスカッションでは「ボーダレ
部パネルディスカッションでは「ボーダレ
スに生きる」をテーマに３名のパネリストが各々
の活動を発表。「心のバリアを外すことが、輝き
につながる」と参加者にエールを送りました。
第2部オープニングでは、
部オープニングでは、
部オープニングでは、自らの手
手で織った丹
った丹
波布の着物を身にまとったファッションショーが
波布の
身にまとったファッションショーが
披露され、丹波の魅力を盛り込んだ演出に会場は
大いに盛り上がりました。
恒例のリレートーク
リレートークは、
は、幅広いフィールド
フィールドで活
で活
躍する女性10
躍する女性10名が自身の活動
自身の活動をいきいき
いきいきと紹介。
。
交流を深め、ネットワークを広げました。
交流
ネットワークを広げました。
次回は、11
11月2５日（日）に
日（日）に西播磨（
西播磨（赤穂）で
で
開催されます。赤穂義士に扮した次期実行委員会
へひょうご女性未来会議
へひょうご女性未来会議ペナントが引き継がれ、
ペナントが引き継がれ、
再会を楽しみに盛会のうちに終了しました。

♪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。
(問）県男女家庭課
問）県男女家庭課 078-362-3160
078

(問）県立男女共同参画センター
男女共同参画センター 078-360-8550
078
8550

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

)06-6436-6331
6331
尼崎市女性センター・トレピエ
尼崎市女性センター・トレピエ(問)06
〇講演会「ぶっちゃけ夫婦トーク（めおトーク）」
（７
（７/７）
講師：露の団姫（落語家）
豊来家大治朗（太神楽曲芸師）
会場：尼崎市女性
会場：尼崎市女性センター・トレピエ
センター・トレピエ多目的ホール
センター・トレピエ多目的ホール
ホームページ：
：http://www.amagasaki
ttp://www.amagasaki-trepied.com
trepied.com

772-7248
伊丹市立・女性児童センター（問）
伊丹市立・女性児童センター（問）072-772
〇講座
・「０歳ベビーのＨＡＰＰＹ子育て」（６
・「０歳ベビーのＨＡＰＰＹ子育て」（６/８）
８）
・「心理学講座～自分らしく生きていますか！」（６
心理学講座～自分らしく生きていますか！」（６
心理学講座～自分らしく生きていますか！」（６/15）
〇はじまりマルシェ（６/25）
〇はじまりマルシェ（６ ）
〇フォトコンテスト表彰式（６
〇フォトコンテスト表彰式（６/24）
会場：いずれも同センター
8146
伊丹市同和・人権推進課（問）
伊丹市同和・人権推進課（問）072-784-8146
〇男女共同参画週間パネル展（６
〇男女共同参画週間パネル展（６/18～６/29
/29）
会場：伊丹市役所１階ロビー

)0797-77-9100
宝塚市人権男女共同参画課 (問)0797
〇特別寄稿：
〇特別寄稿：「性別のハードルを越えて」
「性別のハードルを越えて」
執筆者：來田 享子（中京大学スポーツ科学部スポーツ教育学科教授）
(問)072-740
740-1150
川西市人権推進課
＊市広報紙７月号に掲載
〇街頭啓発活動（６/14）
〇街頭啓発活動（６
)0797-86-4006
宝塚市立男女共同参画
宝塚市立男女共同参画センター
センター (問)0797
場 所：阪急電鉄・能勢電鉄川西能勢口周辺
〇男女共同参画スタディーズ 2018 ４回講座
〇男女共同参画助成事業実施団体
男女共同参画助成事業実施団体 事業報告会（６
（６/15）
① 「ジェンダーとは」（６
「ジェンダーとは」（６/７）
〇講演会「『アタリマエ』
『アタリマエ』ってな
ってなに？！パパ
パパ・ママ、
田上 時子（ＮＰＯ法人女性と子どものエンパワメント関西理事長）
働く人、高齢者に<
働く人、高齢者に
働く人、高齢者に<お笑い男女共同参画
お笑い男女共同参画>で
② 「女性をとりまく差別の現状」（６/14）
「女性をとりまく差別の現状」（６
きづきの一歩」…（６
きづきの一歩
（６/16）
源 淳子（公益財団法人世界人権問題研究センター嘱託研究員）
講 師：江上 昇、桂山 智
智哉（尼崎市職員）
哉（尼崎市職員）
③ 「どんな性の在り方も排除しないクラス・園・
会 場：男女共同参画センター フリースペース
学校・地域とは」（６
学校・地域とは」（６/21）
759-1856
川西市男女共同参画センター (問)072-7
田中 一歩、近藤 孝子（にじいろ i-Ru（アイル））
（アイル））
〇センター図書コーナーに男女共同参に関する図書を展示
センター図書コーナーに男女共同参に関する図書を展示
④ 「❛ジェンダー❜主流化 世界の動き」（６/28
世界の動き」（６/28）
（６/１～６/30
（６
/30）
三輪 敦子（一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター所長）
一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター所長）
〇パレットかわにし 16 周年事業
★電話または窓口、センターホームページから受付
☆フェスタ
フェスタ：「笑顔でふれあう、パレットの輪」（６
：「笑顔でふれあう、パレットの輪」（６
：「笑顔でふれあう、パレットの輪」（６/16
/16、６/17）
http://www.takarazuka
//www.takarazuka ell.jp/
//www.takarazuka-ell.jp/
☆講演会：「いろんな人がいて、いろんな笑いがある！
☆講演会 「いろんな人がいて、いろんな笑いがある！
～笑顔とありがとうに満ちた“場”に～」（６
～笑顔とありがとうに満ちた“場”に～」（６/22）
問)079-563-8000
8000
三田市まちづくり協働センター
三田市まちづくり協働センター(問
講 師：てんご堂雅落（噺
師：てんご堂雅落（噺家）
〇講演：お笑いホテルウーマンからあしながおばさんへ（６/30）
お笑いホテルウーマンからあしながおばさんへ（６ ）
会 場：男女共同参画センター会議室ＡＢ
講師：津田 喜代子（ねこの手リザべーションセンターつだきよ本舗代表）
（ねこの手リザべーションセンターつだきよ本舗代表）
申込問合せ先：http://www.gesca
申込問合せ先 http://www.gesca
http://www.gesca-kawanishi.jp/
kawanishi.jp/
会場：三田市まちづくり協働センター多目的ホール
三田市まちづくり協働センター多目的ホール
〇女性のためのチャレンジ相談
(問)0794
)0794-89-2331
三木市男女共同参画センター
（６/11、８
、８/13、10/
10/８、12/10、２
、２/11、３/11
/11）
大切な人
自分
生き方
★予約制、個別面談
〇講演会「あなたと私のこれからの人生」（６
〇講演会「あなたと私のこれからの人生」（６/23）
)0795-25-2800
2800
西脇市男女共同参画センター
西脇市男女共同参画センター(問)0795
〇啓発パネル展示（６
〇啓発パネル展示（６/23～６/29）
）
会場：西脇市茜が丘複合施設Ｍ
西脇市茜が丘複合施設Ｍ
西脇市茜が丘複合施設Ｍiraie
情報交流コーナー
〇平成 30 年度第１回男女共同参画セミナー（６/23
年度第１回男女共同参画セミナー
/23）
☆パパ・ママカフェ～スイーツを作ろう！食べよう！～
講師：蓮池 昌美（ケーキ工房“
ケーキ工房“atelier
atelier M”店主
店主
会場：西脇市茜が丘複合施設Ｍ
西脇市茜が丘複合施設Ｍ
西脇市茜が丘複合施設Ｍiraie
調理室・会議室２
42-8706
加西市ふるさと創造課
ふるさと創造課((問)0790-42
〇映画上映会
〇映画上映会「女たちの都
「女たちの都 ワッゲンオッゲン」（６/27
ワッゲンオッゲン」（６/27）
会場：地域交流センター 多目的ホール
〇パネル展示（６
〇パネル展示（６/15～７
～７/１）
会場：地域交流センター ウォールギャラリー

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。

～仕事（含家事・育児・介護）と生活のバランスを取るために～
講師：高嶋
講師：高 紀子（ウィミンズメッセージズ編集長）
紀子（ウィミンズメッセージズ編集長）
会場：三木市立教育センター ４階 大研修室
(問
問)0795-43-0544
0544
〇啓発グッズ配布（６
啓発グッズ配布（６/25）
啓発グッズ配布（６
場所：市内３箇所のショッピングセンター
〇ホームページによる男女共同参画週間の啓発
加東市人権教育課

62-6765
小野市男女共同参画センター
小野市男女共同参画センター(問)0794-62
〇講演会「すべての女性が活躍できる社会へ
私たちの力で地域を変える！」（６
私たちの力で地域を変える！」（６/17）
講師：白井 文（前尼崎市長、グンゼ株式会社取締役他）
文
尼崎市長、グンゼ株式会社取締役他）
〇鼎談
鼎談 白井 文
小林 千津子（元女性団体連絡協議会会長
千津子（元女性団体連絡協議会会長他）
（元女性団体連絡協議会会長
大嶋 澄子（広渡町区長
澄子（広渡 区長他）
会場：小野市うるおい交流館 エクラホール
問合せ・申込み先：danjo@ksks
問合せ・申込み先
ksks-arche.jp
arche.jp

（問）078-918-5613
明石市男女共同参画課
○あかし女性応援セミナー
「介護も仕事もあきらめない～介護離職をしな
い、させない～」（６/24）
講師：澤田 勝寛
会場：ウィズあかし学習室 704
申込・問い合わせ先：j-ouen-net@city.akashi.lg.jp

あかし男女共同参画センター（問）078-918-5600
○パネル展示（６/20～６/29）
会場：ウィズあかし７階ウォールギャラリー
(問)0790-22-0560
○福崎町サルビアセミナー（６/22）
講演「男女共同参画時代のテレビのつきあい方」
～サザエさんからニュース番組まで～」
講師：小川 真知子（NPO 法人 SEAN 理事長）
○
場所：福崎町図書館（※月曜休館）

福崎町社会教育課

姫路市男女共同参画推進センター(問)079-287-0803

○講演会（７/１）
「これからの男女共同参画-新たな価値観で
男女が、地球が、社会が変わる-！」
講師：牛窪 恵（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾗｲﾀｰ・ｲﾝﾌｨﾆﾃｨ代表取締役）
会場：イーグレひめじ３階 あいめっせホール
○女性の権利 110 番（６/29）
内容：弁護士による法律相談
会場：イーグレひめじ ３階 相談室ほか
○第６回 あいめっせ写真展（６/22～７/５）
会場：イーグレひめじ１階及び３階
○女性のためのチャレンジ相談（６/20、７/18 他）
会場：イーグレひめじ ３階 相談室

(問)079-552-6926
○平成 30 年度篠山市男女共同参画研修会（７/６）
演題：「『ともに暮らす』を考えよう」
～家庭と地域の男女共同参画から～」
講師：栗木 剛（motto ひょうご事務局長）
会場：篠山市民センター２階 催事場１・２

篠山市人権推進課

丹波市人権啓発センター(問)0795-82-0242
○平成30年度丹波市男女共同参画講演会（６/26）
演題：
講師：石蔵文信
会場：丹波市立春日文化ホール
豊岡市生涯学習課

(問)0796-23-0341

○街頭啓発活動（６/26）
会場：コープデイズ豊岡店 正面入り口（屋外）
○男女共同参画に関する図書ｺｰﾅｰの設置（６/16～６/28）
場所：豊岡市立図書館

高 砂 市 男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー (問)079-443-9133
○平成30年度女性活躍推進講演会・地元企業合同就職面接会
★講演会
「『私らしく生きる』をあきらめない方法
～これからの 50 年のために～」（７/21）
講師：湯川 カナ（一般社団法人 リベルタ学舎代表）
会場：高砂市文化保健センター中ホール
★面接会：履歴書等をお持ちください（７/20）
会場：高砂市文化保健センター２階 多目的室１・２
○女性活躍応援書籍の紹介（６/23～７/16）
場所：高砂市立図書館
○パネル展示による啓発（６/25～７/６）
会場：市役所１階 市民ギャラリー「あいぽっと」

加古川市男女共同参画センター (問)079-424-7172
〇記念講演会「夢は自分でつかもう」（６/23）
講師：半田 まゆみ（ヘアメディアプロデューサー）
○リフレッシュタイム For You!（６/25）
○シニア世代向け！健康な暮らしはお片付けから（６/26）
○“起業カフェ加古川”の仲間達のお仕事のぞき見！（６/26）
○親子で学ぼう 乳幼児救急蘇生法（６/28）
○魔法の鍋帽子を作りましょう（６/28）
○セミナー＆交流会 先輩おしえて！私にあった起業スタイル（６/29）
○ﾐﾆﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを体験しよう♪（６/29）
会場：加古川市立青少年女性センター
相 生 市 男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー（問）0791-23-7130
○男女共同参画パネル展（６/23～６/29）
会場：相生市文化会館扶桑電通なぎさホール
○男女共同参画週間アンケート調査（６/26）
会場：マックスバリュ相生南店
(問)0790-63-0840
宍粟市人権推進課
○講演会
「イクボス、イクジイ、さんきゅうパパは、かっこいい♪」（７/１）
講師：安藤哲也（NPO 法人ﾌｧｻﾞｰﾘﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｧｳﾝﾀﾞｰ代表理事）
会場：宍粟防災センター ５階ホール
○映画上映会「彼らが本気で編むときは、」（６/23）
会場：宍粟防災センター２階アースシアター
(問)079-672-6122
朝来市人権推進課
○街頭啓発 啓発チラシの配布（６/23）
場所：市内ショッピングセンター
○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
○展示本コーナーに関連図書を配架（６/９～６/29）
場所：朝来市和田山図書館
○映画上映会「湯を沸かすほどの熱い愛」（６/24）
会場：朝来市あさご・ささゆりホール
(問）県男女家庭課 078-362-3160

★男女共同参画セミナー★
日時
6/25(月)
10:00～
12:00
7/7(土)
10:30～
12:30

7/26(木)
10:30～
12:30

◆定
員
◆会
場
◆一時保育
◆締め切り
◆申込方法

テーマ
男女共同参画概論
～男女共同参画社
会を敏感な視点で
考えませんか？
多様性の尊重と
LGBT
～性的マイノリ
ティの人権

★イーブン情報図書室だより★

講師
神戸親和女子大学
発達教育学部教授
勝木 洋子さん

大阪府立大学
大学院人間社会シ
ステム科学研究科
教授
東 優子さん
女性への暴力
ウィメンズカウン
セリング京都
フェミニストカウ
ンセラー
周藤由美子さん
各回 40 名(先着順)
名
◆受講料 無料
県立男女共同参画センター
１歳半から就学前まで８名(要予約・先着順
１歳半から就学前まで８名 要予約・先着順)
各開催日の１週間前
所定の申込用紙に必要事項を記入の上、
センターあてＦＡＸ・郵送または持参
センターあてＦＡＸ・郵送または持参

鹿嶋敬著『男女平等は進化したか
～男女共同参画基本計画の策定
～男女共同参画基本計画の策定、
施策の監視から～
施策の監視から 』（新曜社刊
（新曜社刊2017年）
著 者 の鹿 嶋 敬 さんは政 府 の男 女
共同参画会議議員を６期12年間
共同参画会議議員を
年間務めら
れ、又、国の男女共同参画行政の指針
れ、又、国の男女共同参画行政の指針
である第１次から第４次にわたる男
である第１次から第４次にわたる男女
共同参画基本計画すべてにかかわって
こられた第一人者で、6月25
こられた第一人者で、
25日（月）開催の兵庫
日（月）開催の兵庫県政
県政
150周年記念事業「ひょうご
150周年記念事業「ひょうごフォーラム」でも基調講演を
フォーラム」でも基調講演を
されます。鹿嶋さんは、古くて
されます。鹿嶋さんは、古くて、新しい問題である「固定
問題である「固定
的性別役割分担意識」の解消
的性別役割分担意識」の 解消、「男性中心型労働慣
男性中心型労働慣
行」の
」の変革をキーに次世代への課題を明らかにします
をキーに次世代への課題を明らかにします
をキーに次世代への課題を明らかにします。
。
本書は、すべての人にとって男女共同参画が身近な
本書は、すべての人にとって男女共同参画が身近な
ものになるようにと、わが国が直面する様々な課
ものになるようにと、わが国が直面する様々な課題を、
が国が直面する様々な課題を、
私たちの自身のものとしてわかりやすく提示
私たちの自身のものとしてわかりやすく提示するととも
するととも
に、わ
、わが国における「男女平等」の歴史と現状を分析、
が国における「男女平等」の歴史と現状を分析、
今後の方策をまとめて、その「進化」を問うた男女共同
参画史の資料としても価値の高い一冊です。
「ひょうごフォーラム」にもぜひお越しください。

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）

相談方法

電話番号等

電話（直通）

078-360-8551

月～土曜日

9:30～12:00
9
13:00～16:30
13

面接（要予約）
（要予約）

078-360-8554

月～金曜日
土曜日

11:00～18:40
11
9:20～16:50
9

面接のみ ※なやみ相談
※なやみ相談(面接))後に予約

実 施 日 時

毎月 第２水曜日（原則）

男性のための相談
男性のための相談(男性臨床心理士
男性臨床心理士)

電話

078-360-8553

毎月第１・３火曜日

17:00～19:00

女性のためのチャレンジ相談
（女性社会保険労務士等）

電話・面接
(電話
電話・面接とも要予約
・面接とも要予約)

078-360-8554

毎月第１～４木曜日

10:00～13:00

女性就業相談室
女性就業相談室ハローワーク相談窓口
相談窓口 問い合わせ(電話相談不可
問い合わせ 電話相談不可)

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
土曜日

10:00～16:00

面接（要予約）
（要予約）

078-362-3250

毎月第２土曜日・８／２２（水）
・８／２２（水）

14:00～17:00

電話（直通）

078-351-3400

月曜日と金曜日

10:00～16:00
10:00

情報相談（（情報アドバイザー
情報アドバイザー）
不妊・不育専門相談（助産師等）

思いがけない妊娠ＳＯＳ（助産師）

メール http://ninshinsos
http://ninshinsos-sodan.com
sodan.com

随時受付。返信は原則として１週間以内
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