令和元年６月号 Vol.99

兵庫県女性活躍推進本部

男女共同参画週間

６月２３日（日）～６月２９日（土）

毎年6月23日から29日までの一週間は、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。
今年度のキャッチフレーズは
「男女共同参「学」」「知る 学ぶ 考える 私の人生 私がつくる」

です。

「学び」を通じて、男性も女性も、ひとりひとりが、多様なライフキャリアの形成と
選択ができる社会の実現に向けたキャッチフレーズ」を募集し、応募総数1,900点の中
から選ばれました。
これを機に、男女共同参画について知り、学び、考えてみませんか？
（問）県男女家庭課 078-362-3160

男女共同参画週間記念事業 ひょうごフォーラム

「女と時代―『森瑤子の帽子』に
みる主婦の孤独、働く女の葛藤」
を開催します！
女性が誰かの娘でも妻でも母でもなく生きるこ
とが困難だった時代に、女性ゆえのしがらみにと
らわれながらも、ほとばしる情熱で書き続けた作
家「森瑤子」の姿を、壮絶かつすがすがしく描い
たノンフィクション『森瑤子の帽子』。
今回のフォーラムは、著者の島﨑さんをお迎え
し、「女と時代」をテーマに、作家「森瑤子」の
取材を通して感じた、主婦の孤独、働く女性の葛
藤について伺います。
■日 時 令和元年 7 月 4 日(木)13:30～1:5:30
■場 所 神戸クリスタルホール
■出 演 島﨑 今日子（ジャーナリスト）
［インタビュアー］小川 真知子（ＮＰＯ法人ＳＥＡＮ理事長）
■定 員 280 名（先着順）
■参加費 無料
■申込方法
（１）ＦＡＸ又は郵送で以下の内容を記載し県立
男女共同参画センターへ。電話での申込みも
可能です。①お住まいの市区町名 ②氏名
③年齢 ④電話番号 ⑤一時保育希望の有無
（希望者はお子さんの名前・年齢・性別も）
（２）県立男女共同参画センターでチラシを入手
し（ホームページでも可）、記載のＱＲコー
ドから携帯電話、スマートフォンで。
♪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）県男女共同参画センター 078-360-8550

５月 25 日
ひょうご女性未来会議 in あかし が 開催されました
第36回ひょうご女性未来会議が、明石市の明
石市民広場で開催されました。
オープニングでは「映像で振り返るひょうご女
性未来会議の歴史」として、これまでの未来会議
の様子がオーロラビジョンに映し出されました。
パネルディスカッションでは、﨑野実行委員長
のコーディネートにより、「ともに創る やさし
い未来を明石から～みんなちがってみんないい
～」とのテーマのもと３名のパネリストが、障が
いのある方、子育て中の方、外国の方など、様々
な立場から発言し、活発な議論を展開しました。
その後、「あかし玉子焼ひろめ隊」隊長の古志
利宗さんから、地元明石名物の「あかし玉子焼」
の紹介、続いて恒例のリレートークが始まり、8
名の方が、壇上で日頃の活動を思う存分に発表し
ました。
閉会式では、次期開催地であるこうべ実行委員
へペナントの引
女性たちの熱気
の中フィナーレ
となりました。
次回は11月10
日に神戸学院大
学で開催します。
（問）県男女共同参画センター 078-360-8550

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

尼崎市女性センター・トレピエ (問)06-6436-6331
〇講座「多様化する家族 共に生きる地域」（6/23）
講師：神原 文子（神戸学院大学現代社会学部教授）
会場：尼崎市女性センター・トレピエ 視聴覚室
芦屋市男女共同参画センターウィザスあしや
(問)0797-38-2023
〇映画上映「マダム・イン・ニューヨーク」（6/29）
会場：芦屋市男女共同参画センターウィザスあしや
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（6/24～6/28）
会場：伊丹市役所１階ロビー
伊丹市立・女性児童センター（問）072-772-7248
〇講座
・「親子で聞くわたしの誕生いのちのつながり」（6/13）
・「2019心理学講座 エンパワメントを高める」～自分の人生 愛せてますか～（6/14）
・法律のプロとお金のプロのお話「将来の不安」を
「安心の設計」に変える！（6/26）
会場：伊丹市立女性・児童センター 講習室
川西市男女共同参画センター (問) 072-759-1856
〇男女共同参画に関する図書の展示（6/1～6/30）
場所：川西市男女共同参画センター フリースペース
〇パレットかわにし 17 周年事業
・フェスタ「笑顔でふれあう、パレットの輪！」（6/29、6/30）
会場：川西市男女共同参画センター 全館
・トークイベント「新市長とワイガヤトーク」（6/30）
ゲスト：越田 謙治郎（川西市市長）
会場：川西市男女共同参画センター フリースペース
〇講座「あの『まわしよみ新聞』で楽しむ男女共同参画！」（6/21）
講 師：陸奥 賢(コモンズデザイナー)
会 場：男女共同参画センター会議室ＡＢ
あかし男女共同参画センター (問)078-918-5600
〇パネル展示（6/23～6/29）
会場：複合型交流拠点ウィズあかし７階入り口
（アスピアあかし北館）
高砂市男女共同参画センター (問)079-443-9133
〇啓発パネルの展示（6/3～6/14）
会場：高砂市役所１階 市民ギャラリー「あいぽっと」
〇男女共同参画・女性活躍応援書籍の紹介（6/14～6/30）
場所：高砂市立図書館
〇地元企業合同就職面接＆相談会（6/27）
会場：高砂市勤労者総合福祉センター１階 多目的ホール
【対象者】一般求職者（概ね 45 歳未満の求職者）
大学等卒業予定者（概ね３年以内の既卒者含む）
【持ち物】面接を受ける企業数分の履歴書（写真付き）、
ハローワークカード（登録されている方）、筆記用具

西宮市男女共同参画センター ウェーブ
(問)0798-64-9495
〇講演会「人によりそい、人とつながる ～私が写真で伝えたいこと」（6/15）
講師：安田 菜津紀（フォトジャーナリスト）
会場：西宮市男女共同参画センター
ウェーブ 411 学習室

宝塚市人権男女共同参画課

(問)0797-77-9100
〇特別寄稿
執筆者：石崎 裕子（跡見学園女子大学 准教授）
＊市広報紙７月号に掲載

宝塚市立男女共同参画センター・エル (問)0797-86-4006
〇男女共同参画スタディーズ 2019（４回講座）
①「ジェンダーと子どもの人権とは」（6/8）
講師：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）

②「自分らしく生きる」～LGBT ってなんだろう？～（6/22）
講師：藤原 直（LGBT ライフビジョンコーチ）
③「政治を身近に」～『女性を議会へ！』の活動から～（7/6）
講師：森屋 裕子（NPO フィフティ・ネット代表）
④「ジェンダーと教育」～これからの男女共同参画に必要なこと～（7/20）
講師：木村 涼子（大阪大学大学院 人間科学研究科 教授）
三田市まちづくり協働センター (問)079-563-8000
〇講演「男女共に心地のよい距離感でいきる～夫源
病・熟年離婚 回避の 5 か条～」（6/8）
講師：石蔵 文信
（循環器科専門医・大阪人間科学研究科未来共創センター招へい教授）

会場：三田市まちづくり協働センター 多目的ホール
猪名川町人権推進室 (問)072-768-0217
〇講演会
「夫源病」～夫婦関係を良くするために～（6/22）
講師：石蔵 文信
（大阪大学人間科学研究科未来共創センター招へい教授、イシクラメディカル代表）

会場：猪名川町立中央公民館

視聴覚ホール

加古川市男女共同参画センター(問)079-424-7172
〇記念講演会「人との絆（たすき）に込めた想い」（6/23）
講師：小林 祐梨子（加古川観光大使、北京五輪陸上女子 5000m 日本代表）
〇人生に変化を起こす脳と言葉の使い方を学ぼう（6/23）
〇ママソーイング ナップザックづくり（6/25）
〇「もしバナ」カードを使って楽しく人生会議（6/25）
〇なりたい自分になれる整理収納～実践編～（6/26）
〇リフレッシュタイム For You!（6/27）
〇「エンディングノート」について楽しく語ろう（6/28）
〇家族でつくろう七夕かざり（6/29）
〇“起業カフェ加古川”の仲間たちのお仕事のぞき見！（6/29）
〇大切な人をがんでなくさないための方法（6/29）
会場：いずれも加古川市立青少年女性センター（男女共同参画センター）

※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。
（問）県男女家庭課 078-362-3160

播磨町生涯学習グループ (問)079-435-0565
〇男女共同参画週間 PR 活動（6/23～6/29）
・PR 懸垂幕を庁舎に掲揚
・PR ミニのぼりを庁舎内の各窓口カウンターに設置
・PR グッズ（ボールペン）の配布
場所：播磨町役場庁舎
三木市男女共同参画センター (問)0794-89-2331
〇記念講演会「地域社会に活気を！」（6/29）
講師：伊藤 公雄(京都産業大学現代社会学部教授)
会場：三木市立市民活動センター２階 中会議室

西脇市男女共同参画センター (問)0795-25-2800
〇啓発パネル展示（6/23～6/29）
会場：西脇市茜が丘複合施設Ｍiraie 情報交流コーナー
〇映画上映会「最高の人生のつくり方」（6/9）
会場：西脇市茜が丘複合施設Ｍiraie 多目的ホール
〇マジックパパのマジックショー＆絵本読み聞かせ（6/15）
会場：西脇市茜が丘複合施設Ｍiraie 多目的ホール
小野市男女共同参画センター (問)0794-62-6765
〇講演会「仕事も暮らしも欲張りなライフスタイルの実現」（6/22）
講師：安藤 哲也（NPO 法人ファザーリング・ジャパン代表理事、
NPO 法人タイガーマスク基金代表理事、ライフシフト・ジャパン㈱取締役会長）

加西市ふるさと創造課 (問)0790-42-8706
〇映画上映会「マーガレット・サッチャー～鉄の女の涙～」（6/28、6/29）
会場：加西市地域交流センター多目的ホール
〇子育て世代の生活設計と生命保険（6/23）
講師：新宮 広之（生命保険協会）
会場：加西市地域交流センター 会議室
〇女子のおしゃべりカフェ（6/23）
会場：加西市地域交流センター ＯＡルーム
〇啓発資料展示（6/14～7/1）
場所：加西市地域交流センター ウォールギャラリー
申込み・問い合わせ先：0790-42-0106（加西市地域交流センター）
姫路市男女共同参画推進センター(問)079-287-0803
〇講演会
「おばちゃん目線で見る男女共同参画
～日本のジェンダー・ギャップ指数を考える～」（6/15）
講師：谷口 真由美
（大阪大学非常勤講師、アザレア・スポーツクラブ理事、 全日本おばちゃん党代表代行）

会場：イーグレひめじ３階 あいめっせホール
〇あいめっせ写真展（6/14～7/3）
会場：イーグレひめじ１階及び３階
赤穂市市民対話課 (問)0791-43-6818
〇男女共同参画市民講座第１回、第２回
婚活講座「女と男のおもしろ心理学シリーズ」
・「愛を深める七つの秘訣」（6/15）
・「結婚したい心理とためらう心理」（6/29）
講師：本城 稔（㈱I.B.P 総合研究所代表取締役所長）
会場：赤穂市民会館 大会議室
太子町企画政策課 (問)079-277-5998
〇男女共同参画図書コーナー（6/23～6/29）
場所：太子町立図書館
丹波篠山市人権推進課 (問)079-552-6926
〇令和元年度男女共同参画研修会
「男女共同参画時代の生き方」
～CM を見ながら考えてみませんか？～（7/5）
講師：小川 真知子（特定非営利法人 SEAN 理事長）
会場：丹南健康福祉センター２階 研修室
淡路市市民人権課 (問) 0799-64-2567
〇図書の展示（6/1～6/30）
場所：津名図書館、東浦図書館

会場：小野市うるおい交流館

エクラホール

加東市人権協働課
(問)0795-43-0544
〇街頭啓発活動（6/25）
チラシや啓発グッズの配布、啓発用のぼり旗の設置
場所：加東市内３か所のショッピングセンター
(問)0790-22-0560（内線 257）
〇福崎町サルビアセミナー（6/21）
「『しきたり』にしばられず、スッキリ生きる-『家制度』を考える-」
講師：源 淳子（世界人権問題研究センター 嘱託研究員）
会場：福崎町文化センター
〇男女共同参画に関する図書コーナーの設置（6/１～6/30）
場所：福崎町立図書館
福崎町社会教育課

相生市地域振興課 (問)0791-23-7130
〇相生市男女共同参画フォーラム（6/30）
第１部 健康体操
講師：藤尾 ひさみ（フィットネスインストラクター）
第２部 管理栄養士講話＆スイーツ試食会
講師：喜多 マリコ（管理栄養士）
〇「あいおい男女共同参画ねっと「櫂」活動報告パネル展（6/24～6/30）
会場：相生市文化会館 扶桑電通なぎさホール 中ホール
宍粟市人権推進課 (問)0790-63-0840
〇イクメンイベント「パパ’s 絵本ライブ in しそう」（6/16）
会場：宍粟市生涯学習センター学遊館
〇映画上映会 ハートフルシネマ in しそうぱる
映画「マダム・イン・ニューヨーク」（6/22）
会場：宍粟防災センター2 階 アースシアター
丹波市人権啓発センター (問)0795-82-0242
〇講演会「防災と男女共同参画」（6/25）
講師：宗片 恵美子
（特定非営利活動法人イコールネット仙台代表理事）

会場：丹波市立春日文化ホール
朝来市人権推進課 (問)079-672-6122
〇啓発のぼり旗設置（6/14～6/29）
場所：市役所本庁舎、各支所周辺
〇展示本コーナーに男女共同参画関係の書籍を配架（6/8～6/29）
場所：朝来市和田山図書館、朝来市朝来図書館
〇映画上映会「しゃぼん玉」（6/23）
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

お知らせ・参加者募集中の講座
★男女共同参画セミナー★
日時

テーマ

講師

6 月 27 日(木)
13:30～15:30

男女共同参画入門 神戸親和女子大学発
～男女共同参画の 達教育学部教授
視点を集めましょう 勝木 洋子さん

7 月 11 日(木)
10:30～12:30

世界の男女共同参
画と 女 性の エン パ JICA 関西所長
ワ ー メ ン ト ～ SDGs 西野 恭子さん
と取組事例から

7 月 11 日(木)
13:30～15:30

地域社会における
京都女子大学特命副
女性活躍～意思決
学長
定の場への女性の
竹安 栄子さん
参画が必要な理由

◆定
員
◆会
場
◆一時保育
◆締め切り
◆申込方法

各回 40 名(先着順) ◆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)
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

★イーブン情報図書室だより★
島﨑今日子「森瑶子の帽子」（2019 年幻冬舎）
80 年代、「ハンサム・ウーマン」と自らが
造語した通り、格好良く駆け抜け生きた作家・
森瑶子さん。本書はジェンダーの視点から幅広
い執筆されている島崎今日子さんによる、渾身
のノンフィクションです。
母娘関係の難しさ、働く女性
が直面する家事・育児の問題、
夫との確執、セックスの悩みと
いった今に通じる女性のテーマ
を生涯問い続け、書き続けた彼
女の人生を、膨大な資料から丹
念に描いています。
証言から浮かび上がる、森瑶子さんの母・
妻・女としての姿、光と影、愛情深さと不器用
さ。読むまでは知りえなかった彼女の孤独と葛
藤は、女性たちは地続きであることを思いおこ
させてくれます。

※このページの詳細は、下記までお問い合わせください。

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
13:00～16:30

面接（要予約）

078-360-8554

月～金曜日
土曜日

11:00～18:40
9:20～16:50

面接のみ ※なやみ相談(面接)後に予約

男性のための相談(男性臨床心理士)

電話

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・面接とも要予約)

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（原則）

17:00～19:00

078-360-8554

毎月第１～４木曜日
7/27

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、
5/22、8/28

14:00～17:00

電話（直通）

078-351-3400

月曜日と金曜日

10:00～16:00

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

メール http://ninshinsos-sodan.com

随時受付。返信は原則として１週間以内

令和元年６月号（Ｖｏｌ．９９） ※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
〒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
【開館時間】 月～金曜日 ９：００～１９：００／土曜日 ９：００～１７：００ HP
https://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・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。

