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兵庫県女性活躍推進本部

男女共同参画週間

６月２３日（火）～６月２９日（月）

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
「そっか。いい人生は、いい時間の使い方なんだ。」
「ワクワク・ライフ・バランス」

の 2 作品が選ばれました。

「自分らしい人生を実現するために、時間をどう使っていくのか。家族や地域、社会
はそれをどう後押ししていくのか。 それを社会全体で考えていくきっかけとなるキャッチ
フレーズ」を募集し、応募総数2,615点の中から、審査の結果、上の２作品が選ばれました。
これを機に、自分らしい人生、時間の使い方や地域、社会のあり方について考えませんか？
（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

女性のエンパワーメントと世界の男女共同参画
今年度の「ひょうごフォーラム」は、下記の日
程で、国連女性機関・日本事務所長の石川雅恵

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。

（いしかわ かえ）さんをお迎えし、「女性のエン
パワーメントと世界の男女共同参画」と題して、
男女平等を実現する国連女性機関の取組みや世界
で目覚ましい活躍を展開されている女性たちにに
ついてお話しいただきます。

［ 国 連 女 性 機 関 ］ （ 略 称 ： UN Women ＝
United Nations Entity for Gender Equality
and the Empowerment of Women ） は 、
2011年1月に活動開始した国連の組織で、女性
の地位向上を目的としています。

■日
■場
■講

時 令和2年7月3日(金)13:30～15:30
所 神戸クリスタルホール
師 石川 雅恵さん（国連女性機関日本事務所長）

1945年に国連が創設されて以来、ジェンダー
平等という課題は重要な国連活動の1つであり、
女性の権利の促進と擁護に対する取組みや、女性

■定

員 100名（先着順）

に対するあらゆる形態の差別と暴力の撤廃のため

■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

のグローバルな闘いの中で、国連は常に主導的な
役割を果たしてきています。
こうした国連の取り組みは次第に強化され、
2010年に国連総会の決議により、UN Women
が創設され、活発な活動を行ってきています。
米国ニューヨークに本部が、世界7都市（ジュ

市区町名 ②氏名 ③年齢 ④電話番号
ネーブ、東京、ワシントンD.C.、アジス・アベバ、
⑤一時保育希望の有無（希望者はお子さんの名 ブリュッセル、コペンハーゲン、アブ・ダヴィ）
前・年齢・性別も）
に連絡事務所が設置されており、東京に所在する
（２）県立男女共同参画センターでチラシを入手
♪

日本事務所は、アジアで唯一の連絡事務所です。

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）県立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

神戸・阪神エリア

川西市男女共同参画・市民活動センター
（問）072-759-1856

宝塚市人権男女共同参画課（問）0797-77-9100

（※新型コロナウイルス感染症の影響により、行事を中止

◎男女共同参画週間「特別寄稿」

する可能性があります。）

掲載誌：市広報誌（7 月号）
執筆者：阿部 真大（甲南大学文学部教授）

◎WEB 媒体や展示による「男女共同参画週間」・
「男女共同参画に関する図書」の紹介

宝塚市立男女共同参画センター・エル

期間：6/23〜6/29

（問）0797-86-4006

場所：川西市男女共同参画センターや WEB 媒体

（※新型コロナウイルス感染症の影響により、行事を中止
する可能性があります。）

伊丹市

◎男女共同参画

◎男女共同参画週間「パネル展」

スタディーズ 2020「講座」

場所：宝塚市立男女共同参画センター・エル
①「ジェンダー平等が、S D Gs を前進させる」
日時：6/6

10～12 時

講師：三輪 敦子
②「進まない 男性の家事育児」
日時：6/20

10～12 時

講師：筒井 淳也
③「この表現 何が問題？
〜男女共同参画の視点に立って考える〜」
日時：7/4 10～12 時
講師：波多江 みゆき
④「私たちがめざす 男女共同参画社会」
日時：7/18 10～12 時
講師：田上 時子

同和・人権推進課（問）072-784-8146

期間：6/23〜6/29
場所：伊丹市役所

◎男女共同参画に関する「パネル展」
期間：6/23〜6/29
場所：芦屋市役所本庁舎

ロビー

伊丹市立男女共同参画センター・ここいろ
（問）072-781-5516
（※新型コロナウイルス感染症の影響により、行事を中止
する可能性があります。）

◎ここいろジェンダー講座
場所：伊丹市立男女共同参画センター
①「私たちの求めるもの、次世代に引き継ぐものと
は～身近な慣習やしきたりから考える～」
日時：6/3 10～12 時
講師：源 淳子
②「自立して依存する？依存して自立する？
～みんなで考える これからの男女共同参画～」
日時：6/10

芦屋市男女共同参画センター（問）0797-38-2023

1階

10～12 時

講師：朴木 佳緒留
③「女性の労働について考えてみよう
～さまざまなデータをもとに考える～」
日時：6/17

10～12 時

講師： 佐々木 妙月

尼崎市女性センター・トレピエ
（問）06-6436-6331
◎ギャラリー展示「SDGｓを考えよう」
期間：6/23〜7/16
場所：尼崎市女性センター
◎ブックフェア「SDGｓを考えよう」

④「ジェンダーとは
～ここからはじまる

日時： 6/24

男女共同参画～」

10～12 時

講師：田上 時子
◎女性のための法律講座〜今、DV から逃れるために〜
期間：6/27 14〜16 時

期間：6/1～6/30

場所：伊丹市立男女共同参画センター

場所：尼崎市女性センター

講師：和田谷

幸子

※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

播磨エリア
あかし男女共同参画センター（問）078-918-5600
(※新型コロナウイルス感染症の影響により、行事を中止す
る可能性があります。)

◎男女共同参画週間パネル展示

佐用町生涯学習課（問）0790-82-3336
◎男女共同参画図書コーナーの設置
期間：6/3〜6/28
場所：佐用町立図書館

たつの市人権推進課（問）0791-64-3151
◎特設コーナーにて男女共同参画関係の書籍を紹介

期間：6/23〜6/28
場所：複合型交流拠点ウィズあかし

期間：6/16〜6/30
場所：たつの市立揖保川図書館

◎図書の企画展示

◎広報

期間：6/23〜6/28
場所：あかし市民図書館入口
◎絵本 Cafe（絵本の読み聞かせ動画配信）
期間：6/2～
場所：複合型交流拠点ウィズあかし Youtube ﾁｬﾝﾈﾙ

お知らせ版

期間：6/25

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

加西市ふるさと創造課（問）0790-42-8706

期間：6/19〜7/1

◎男女共同参画週間パネル展示

場所：イーグレひめじ１階及び３階

期間：6/15〜6/30
場所：地域交流センター(アスティアかさい 3Ｆ)

但馬・丹波エリア

◎映画上映「わたし、生きてていいのかな」

丹波市男女共同参画センター（問）0795-82-8684

（※新型コロナウイルス感染症の影響により、行事を中止

◎人権啓発ラジオ番組放送「男女共同参画特集」

する可能性があります。）

期間：6/26・27

期間：6/8〜6/13,6/15～6/20
◎パネル・図書の展示

場所：地域交流センター(アスティアかさい 3Ｆ)

西脇市男女共同参画センター（問）0795-25-2800
（※新型コロナウイルス感染症の影響により、行事を中止
する可能性があります。）

◎男女共同参画週間パネル展示
期間：6/23〜6/29

期間：6/23～6/30
場所：丹波市市民プラザ

養父市男女共同参画センター（問）079-662-7601
◎啓発「のぼり旗」設置
期間：6/23〜6/29
場所： 市役所本庁舎周辺

場所：西脇市茜が丘複合施設 情報交流コーナー

高砂市男女共同参画センター(問)079-443-9133
◎男女共同参画・女性活躍応援書籍の紹介

◎男女共同参画に関連する図書コーナーの設置
期間：6/15〜6/30
場所：養父市立八鹿公民館図書室

期間：6/12〜6/29

豊岡市ワークイノベーション推進室

場所：高砂市立図書館

（問）0796-21-9004

三木市男女共同参画センター（問）0794-89-2331
◎男女共同参画週間パネル展示
期間：6/23〜6/29
場所：三木市役所

プロムナード

加東市人権協働課（問）0795-43-0544
（※新型コロナウイルス感染症の影響により、行事を中止
する可能性があります。）

◎男女共同参画週間街頭啓発活動
期間：6/23 18 時～19 時
場所：加東市内 3 カ所のショッピングセンター

◎男女共同参画に関する図書コーナー設置
期間：6/13〜7/6
場所：豊岡市立図書館本館

朝来市人権推進課（問）079-672-6122
◎啓発「のぼり旗」設置
期間：6/12〜6/29
場所：市役所本庁舎,各支所周辺
◎男女共同参画に関連する図書コーナーの設置
期間：6/6〜6/28
場所：朝来市和田山図書館及び朝来市朝来図書館
(問）県男女家庭課 078-362-3160

お知らせ・参加者募集中の講座
★女性のための働き方セミナー★

★個別業種セミナー★

「ありたい自分」に近づくキャリアデザイン
～自分らしい生き方を考える～（7/2）

介護の職場でステップアップ！（7/28）

働き方や生き方が多様化している中で、「今
からどのような働き方があるのか」「どのよう
に働いていこうか」ということを前向きに考
え、自分らしい生き方を見つけませんか？

専門知識と技能が求められる介護施設等の職
場でのステップアップを目指しませんか。
今回は介護施設で勤務の傍ら地域の高齢者相
談にも対応されている介護のスペシャリストの
お話を伺います。

◆講

◆講

師

戎

多麻枝さん（NPO法人SEAN理事、

師

象

再就職または継続就業を目指す女性

綾子さん（介護老人保健施設ハーモ

ニー園 管理者・主任介護支援専門員）

ワーク＆ライフキャリアコンサルタント）
◆対

船越

◆対

象

介護の職場で働くことに興味のある女性
20 名(申込多数の場合抽選)

８名(申込多数の場合抽選)
◆受 講 料

無料

◆受 講 料

無料

◆会

県立男女共同参画センターセミナー室

◆会

県立男女共同参画センターセミナー室

１歳半から就学前まで６名(要予約)

◆一時保育

１歳半から就学前まで６名(要予約)

６月 22 日（月）12 時まで

◆締め切り

７月 2１日（火）12 時まで

場

◆一時保育
◆締め切り

場

◆申込方法 チラシ裏面の申込書を郵便、ＦＡＸ、持参

◆申込方法 チラシ裏面の申込書を郵便、ＦＡＸ、持参

（電話申込可）または当センターホームペ

（電話申込可）または当センターホームペ

ージから

ージから

※このページの詳細は、下記までお問い合わせください。

※
種

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、随時変更の場合があります。
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

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、
8/28

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
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