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【前期男女共同参画セミナー】 

 

めざせ社会起業家！ 

社会や地域の課題に新しい発想で取り組み、ビジネ

ス的手法で使命感を持って解決にあたる社会起業家か

ら、自分らしい働き方を探すためのポイントを聞いた。 

対 象：男女 

定 員：各回４０人 

受講料：全３回１，５００

円 

    各１回６００円 

日時 テーマ 講師 

１ 

７／１７（日） 

１３：３０～１５：３０ 

（公開講座） 

こうして僕は世界を変えるために一歩を踏み出した 

鬼丸昌也（ＮＰＯ法人テ

ラ・ルネッサンス創設者） 

２ 

７／２４（日） 

１３：３０～１５：３０ 

理念を持って仕事をする～幸せな働き方が業績を上げ

る～ 

横井暢彦（有限会社ワッツ

ビジョン代表取締役） 

３ 

７／３１（日） 

１３：３０～１５：３０ 

事例に学ぶ社会起業のポイント 

関戸美恵子（一般社団法人

ＳＲ連携プラットフォーム

代表理事） 

 

 

キャリアアップセミナー 

素直な自己表現でより良い人

間関係を築こう～アサーショ

ンセミナー～ 

自分の考えをしっかり発信して、相手との関係を構

築することで、自分に自信を持つことができ、各場面

で無理をせず自分らしく生きることができるように、

アサーションを身に付けた。 

対 象：男女 

定 員：５０人 

受講料：５，０００円 

日時 テーマ 講師 

１ 

７／３０（土） 

１０：００～１６：３０ 

アサーション 

講義と演習（グループでのワーク） 

浦野真奈美（株式会社エ・

ム・ズ取締役コーチング・

ファシリテーター） 

２ 

７／３１（日） 

１０：００～１６：３０ 

 

 

“暴力”と“人権”を考える 

 セクハラやパワハラの相談現場からの生の声を聞い

て、今、私たちに出来ることは何かを考えた。 

対 象：男女 

定 員：各回４０人 

受講料：全３回１，５００

円 

    各１回６００円 

日時 テーマ 講師 

１ 

６／２６（日） 

１３：３０～１５：３０ 

ドメスティック・バイオレンス～親密な関係の暴力～ 

石田ユミ（金城学院大学非

常勤講師） 

２ 

７／３（日） 

１３：３０～１５：３０ 

職場でのセクハラ～仕事が心配でがまんしていません

か～ 

中野麻美（弁護士） 

３ 

７／１０（日） 

１３：３０～１５：３０ 

相談活動から見えてくる最近の“いじめ”の状況 

千葉茂（いじめメンタルヘ

ルス労働者支援センター代

表） 

公開講座 

他人のために動くことが、自分を生かす道。何が鬼

丸さんを平和活動へと突き動かしているのでしょう

か。実際に活動している鬼丸さんから話を聞くことで、

社会起業家とは何かを考えた。 

対 象：男女 

定 員：１００人 

受講料：６００円 

日時 テーマ 講師 

７／１７（日） 

１３：３０～１５：３０ 

こうして僕は世界を変えるために一歩を踏み出した 

鬼丸昌也（ＮＰＯ法人テ

ラ・ルネッサンス創設者） 



公開講座 

ベストセラー『世界がもし１００人の村だったら』

の著者 池田香代子さんから、いろいろな違いのある世

界の現状を聞き、世界のために自分にできることを考

えた。 

対 象：男女 

定 員：１００人 

受講料：６００円 

日時 テーマ 講師 

８／６（土） 

１３：３０～１５：３０ 

世界がもし１００人の村だったら～世界のために私が

できること～ 

池田香代子（ドイツ文学翻

訳家、口承文芸研究家） 

 

【後期男女共同参画セミナー】 

 

 

 

チャレンジセミナー 

自分らしい働き方を見つける

ために 

結婚・子育てで仕事を辞めたけれど、もう一度働きた

い女性に向け、自分らしい働き方のできる仕事の見つけ

方を聞いた。 

対 象：一般 

定 員：４０人 

受講料：１，８００円 

日時 テーマ 講師 

１ 

２／９（木） 

１３：３０～１５：３０ 

就職の現状と仕事の探し方 

安部とも子（あいちマザー

ズハローワーク就職支援ナ

ビゲーター） 

２ 

２／１６（木） 

１３：３０～１５：３０ 

（１）自分に向いている仕事を探す 

～カラーセラピーで新たな自分発見！～ 

小島恭子（ライフ ワース 

クリエイション代表） 

３ 

２／２３（木） 

１３：３０～１５：３０ 

（２）自分に向いている仕事を探す 

～コミュニケーション力ＵＰで就職を勝取る！～ 

長谷川知世（キャリアデザ

インフォーラム） 

キャリアアップセミナー 

ファシリテーター型リーダー

シップを身につけよう～多様

な人材と協力し、携わる人の

力を最大限に引き出す力～ 

参加者が主体的かつ創造的に自分で考え、実行に移す

ためのプロセスを中立的な立場でリードするスキルを

身につけ、限られた時間の中で最大の成果を出すための

手法を学んだ。 

対 象：町内会やＰＴＡ等

の地域組織で活動している

方または活動する予定の

方、スキルアップしたい若

手から中堅の社会人（男女） 

定 員：５０人 

受講料：５，０００円 

日時 テーマ 講師 

１ 

２／１８（土） 

１０：００～１６：３０ 

ファシリテーションスキル 

講義と演習（グループでのワーク） 

刈本香緒莉（株式会社ヒュ

ーマンエナジー） 

２ 

２／１９（日） 

１０：００～１６：３０ 

公開講座 

岩手県の被災者に決め細やかな支援を行ってきたも

りおか女性センター長の田端八重子さんに避難所の現

状、本当に必要だったもの、万が一の時に何を準備して

おくべきかを聞いた。 

対 象：男女 

定 員：１００人 

受講料：６００円 

日時 テーマ 講師 

２／２０（日） 

１３：３０～１５：３０ 

明日は我が身！東海地震が起きる前に 

東日本大震災の復興現場から学ぶ－女性の視点と参画

－ 

田端八重子（もりおか女性

センター長） 

ピーターラビットの生みの親 

ビアトリクス・ポターの生涯 

ポターの生涯を、女性の社会参加のプロセスとして見

ることにより、ポターの生きた時代への理解を深めた。 

対 0 象：一般 

定 員：４０人 

受講料：１，８００円 

日時 テーマ 講師 

１ 

３／４（日） 

１３：３０～１５：３０ 

ポターがどのようにして夢をかたちにしたのか～ピー

ターラビットを生んだポターの魔法の生涯～ 

河野芳英（大東文化大学教

授） 

２ 

３／１１（日） 

１３：３０～１５：３０ 

イギリス１９世紀の女性の生き方と現代女性 

栗栖美知子（大東文化大学

教授） 

３ 

３／１８（日） 

１３：３０～１５：３０ 

ビアトリクス・ポターと男女共同参画 

神田道子（国立女性教育会

館前理事長） 



【地域の課題解決セミナー】 

地域でイキイキと暮らすため

に～地域の課題を解決する糸

口の見つけ方～ 

男女別の統計データから改めて見つめ直し、問題

解決の糸口を見つけるためのジェンダー統計（男女

共同参画統計）を学んだ。 

対 象：地域で活動してい

る、またはしようと考えて

いる方 

定 員:２０人 

受講料：全２回２，０００

円 

    各１回１，２００

円 

日時 テーマ 講師 

１ 

２／９（木） 

１３：３０～１５：３０ 

男女共同参画をすすめる統計の基礎知識 

杉橋やよい（金沢大学准教

授） 

２ 

２／９（木） 

１３：３０～１５：３０ 

地域の課題解決に向けた統計の活用 

斎藤悦子（お茶の水女子大

学准教授） 

 

【ネットワーク支援事業】 

ネットワーク支援事業 

課題の解決方法について学習する機会を設け、参加者

同士のネットワークづくりを支援し、女性の社会参画の

推進と活躍の機会の拡大を図った。 

対 象：男女 

定 員：各回４０人 

参加費：１・２ 各９００

円 

３・４ 各７００

円 

日時 テーマ 講師 

１ 

６／２６（日） 

１３：３０～１６：００ 

パパを楽しもう～仕事と生活のベストバランスとは～ 

横井寿史（社会保険労務士、

ファザーリングジャパン

（東海）所属） 

２ 

７／３（日） 

１３：３０～１６：００ 

ネットを安全に安心して使うために 

長谷川元洋（金城学院大学

現代文化学部情報文化学科

准教授） 

３ 

２／２（木） 

１３：３０～１６：００ 

老いは足元から 靴から考える健康 

～上級シューフィッターに学ぶ「足」とは～ 

永井恵子（ＮＰＯ法人ＷＩ

ＳＨ理事長） 

４ 

３／３（土） 

１３：３０～１６：００ 

転ばぬ先のラストメッセージ。 

～教えます、日本一楽しい！遺言書づくり～ 

佐山和弘（行政書士さやま

法務コンサルティング代

表） 

 

【女性のグループリーダー研修】 

リーダーに必要な資質 

ピーター・ドラッガー教授の卓抜したマネジメント理

論をどう活かせばよいか、リーダーが身につけるべきマ

ネジメントとコミュニケーションについて学んだ。 

対 象：団体・グループ等

で活動している女性、また

はこれから活動したい女性  

定 員：４０人 

受講料：３，５００円 

日時 テーマ 講師 

１ 

１／２９（日） 

１３：３０～１５：３０ 

映画で学ぶリーダーシップ 

林恭子（グロービス経営大

学院専任教員） 

２ 

２／５（日） 

１０：３０～１６：３０ 

コミュニケーションスキルを磨く（１） 

平野美保（ひらきプランニ

ング株式会社取締役） 

３ 

２／１２（日） 

１０：３０～１６：３０ 

コミュニケーションスキルを磨く（２） 

 

 

 

 

 

 



【サテライトセミナー】 

ウィルあいちで開催していたセミナーを、これまで遠隔地等で参加できなかった県民

のために県内市町村で開催し、県内全域における男女共同参画意識の高揚を図った。 

対 象：一般 

受講料：無料 

日時・開催市町村 テーマ 講師 

１ ６／１４（火） 大府市 

ＰＡＮＳＡＫＵ トーク＆ライブ～性犯罪と被害者支

援について考えよう～  

 

愛知県警察本部警務部住民

サービス課犯罪被害者支援

室警部補、ＰＡＮＳＡＫＵ

（歌手） 

２ ７／５（火） 美浜町 男女で支える地域のつながり 

関戸美恵子(一般社団法人

SR 連携プラットフォーム代

表理事) 

３ ７／２３（土） 豊田市 わたしたちの地域(まち)のこれからの男女共同参画 

中島美幸(愛知淑徳大学非

常勤講師) 

４ ９／２２（木） 日進市 与謝野晶子と関東大震災 

中島美幸(愛知淑徳大学非

常勤講師) 

５ １０／９（日） 東浦町 男性/子どもにとっての男女共同参画 

大槻奈巳（聖心女子大学准

教授） 

６ １０／１５（土） 東郷町 

シンポジウム「東郷町の男女共同参画の取組等につい

て」、映画「オカンの嫁入り」 

東郷町の男女共同参画審議

会会長等、玉山哲郎（あい

ち男女共同参画財団専務理

事） 

７ １１／１０（木） 刈谷市 

どう生きる少子高齢化社会 ～いまなぜ男女共同参画

が必要なのか～ 

杉本貴代栄（金城学院大学

教授） 

８ １１／２６（土） 岡崎市 地域防災に男女共同参画の視点を 山崎主知子（語り部） 

９ １１／２６（土） 小牧市 

ママ・パパ、プレママ、プレパパのための子どもといる

と、こんなに楽しい！！ 

高田浩史（生きる力をつけ

る学びの教室「文聞分」主

宰、主夫業） 

10 １２／１８（日） 

南知多

町 

自分を大切にする生き方 ～女性も男性もいきいきと

～ 

柴田良枝（星城大学教授) 

11 １／２８（土） 西尾市 想いを伝えるということ 

堀江美穂（ＺＩＰＦＭミュ

ージックナビゲーター） 

12 １／２８（土） 飛島村 これからの共同参画 ～「老若男女」共同参画社会～ 

袖井孝子（お茶の水女子大

学名誉教授） 

13 ２／３（金） 愛西市 

親の介護 自分の老後 ～事前に知っておきたい、仕事

と介護の両立の「戦略」～ 

太田差惠子（介護・暮らし

ジャーナリスト） 

14 ２／５（日） 蟹江町 知って得する防災知識 ～町内会の底力～ 

東嶋とも子（NPO 法人愛知県

西部防災ボランティアコー

ディネーターネットワーク

の会代表） 

15 ２／９（木） 

春日井

市 

モノの整理はココロの整理 ～くらしスッキリ収納術

～ 

高原智子（整理収納アドバ

イザー） 

16 ２／１１（土） 豊橋市 

意外に多い身近な女性の病気 膀胱炎、尿漏れ、骨盤臓

器脱 ～疑問解消。始めよう！セルフケア～ 

加藤久美子（名古屋第一赤

十字病院） 

17 ２／１８（土） 岩倉市 地域（みんな）でつくるワーク・ライフ・バランス 

吉田良生(椙山女学園大学

教授) 

 

【協働事業】 

協働事業 講演会 

対 象：一般 

参加費：５００円 

日時 内容 講師 

５／２４（火） 

１３：３０～１５：００ 

「家庭の中から始まる自立 ～いきいきと暮らす～ 

 

愛知県女性地域実践活動交流協議会 

澤井俊穂（（公財）家庭問題

情報センター「名古屋ファ

ミリー相談室」主任研究員

＆事務局長 



協働事業 セミナー 

対 象：女性（既に起業し

ている、起業を考えてい

る、家族の事業をサポート

している方） 

参加費：無料 

日時 テーマ 講師 

９／１４（水） 

１３：００～１５：００ 

 

９／２８（水） 

１３：３０～１６：００ 

 

１０／１２（水） 

１４：００～１６：３０ 

あいちの女性をサポート！！ 

貴方に贈る起業・経営支援セミナー 

 

（株）日本政策金融公庫名古屋支店国民生活事業、

（独）中小企業基盤整備機構中部支部 

９／１４（水） 

稲葉寿美（フリーアナウン

サー、株式会社ＩＮＡＮＡ

エンタープライズ代表取締

役） 

９／２８（水） 

白形知津江（株式会社メー

ルｄｅギフト代表取締役） 

１０／１２（水） 

殿村美樹（株式会社ＴＭオ

フィス代表取締役） 

 

 

 

 

 

 

【男女共同参画人材育成セミナー】 

愛知県男女共同参画人材育

成セミナー 

政策や方針決定の場への女性の登用を積極的に推進

するため、とりわけ県内各市町村において登用できる女

性人材を計画的かつ継続的に育成することを目的とし

てセミナーを実施した。 

対 象：市町村の推薦を受

けた人  

研究員：２９人 

受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

１ ６／２(木) 

開講式・オリエンテーション  

男女共同参画行政の概要について 

牛嶋早苗(愛知県県民生活

部社会活動推進課男女共同

参画室長) 

協働事業 相談 

対 象：女性 

参加費：無料 

日時 テーマ 相談員 

１０／１９（木） 

９：３０～１５：３０ 

女性起業相談 

 

ＮＰＯ法人起業支援ネット 

関戸美恵子（ＮＰＯ法人企

業支援ネットファウンダ

ー） 

協働事業 セミナー 

対 象：一般 

参加費：無料 

日時 テーマ 講師 

１０／２３（日） 

１３：３０～１５：３０ 

いのちの多様性フォーラムⅡ ～生物多様性とジェンダ

ー・メインストリーミング～ 

 

ＮＰＯ法人ウィル２１フォーラム 

堂本暁子（元ＧＬＯＢＥ世

界総裁、前千葉県知事） 

稲垣隆司（前愛知県副知事） 

協働事業 交流ネットセミナー 

対 象：一般 

参加費：５００円 

日時 テーマ 講師 

１／２１（土） 

１３：３０～１５：００ 

自分らしく生きてきた人が世の中を明るくする 

 

ウィルあいち交流ネット（男女共同参画セミナー等の受

講修了生による自主活動グループ） 

赤石千衣子（ＮＰＯ法人し

んぐるまざあず・ふぉーら

む理事） 



２ ６／１８（土） 

日本における男女共同参画現状～国際的な概念とのギ

ャップ～ 

日置雅子(特定非営利活動

法人ウィル２１フォーラム

代表) 

研究レポートについて①・交流会 

日置雅子(特定非営利活動

法人ウィル２１フォーラム

代表) 

３ ７／２（土） 

ワーク・ライフ・バランス 

吉田良生(椙山女学園大学

教授) 

研究レポートについて② 

日置雅子(特定非営利活動

法人ウィル２１フォーラム

代表) 

４ ７／１６（土） 

地域で支えあう子育てを創る～新城版子ども園の意味

と意義～ 

佐野真一郎(豊橋創造大学

短期大学部教授) 

女子力・まち育て 

三矢勝司(ＮＰ０法人岡崎

まち育てセンター・りた事

務局長） 

５ ８／６（土） 男女共同参画を進めるための情報を活用しよう 

高橋由紀(国立女性教育会

館研究員) 

６ １０／８（土） 

生活上の困難に直面する男女への支援 

鈴木美登里(椙ＮＰＯ法人

名古屋オレンジの会) 

研究レポートについて③ 

日置雅子(特定非営利活動

法人ウィル２１フォーラム

代表 

７ １１／１２（土） 

女性のチャレンジ－女性科学者の活躍と性差の科学 

功刀由紀子(愛知大学副学

長) 

異文化理解とドラマ・リテラシー 金相美(名古屋大学准教授) 

８ １２／３（土） 

地域リーダーのコミュニケーション～グループ運営の

ためのコーチング・スキル～ 

浦野真奈美(㈱エ・ム・ズ取

締役コーチングファシリテ

ーター) 

研究レポートについて④ 

日置雅子(特定非営利活動

法人ウィル２１フォーラム

代表) 

９ １／１９（土） 

支援セミナー修了生の発表 

千村晶子、山田清美、吉田

典子(平成１６年度修了生) 

地域実践活動交流協議会との交流会  

10 ３／１５（木） 支援セミナー報告会・修了式  

 

【フォローアップセミナー】 

フォローアップセミナー 

地域実践活動グループの自主的で地域に根ざした活

動の一層の推進を図るためセミナーを開催した。 

対 象：人材育成セミナー

受講者 

受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

１／２６（木） 

１３：３０～１５：００ 

あなたのリーダー力、再チェック！ ～自分に力をつけ

よう、次世代に力を渡そう～ 

川端美智子（㈱ライフキャ

リアデザイン・アソシエイ

ツ代表取締役） 

 

 



イベントイベントイベントイベント    

 

【あいち国際女性映画祭２０１１】 

あいち国際女性映画祭公式ホームページあいち国際女性映画祭公式ホームページあいち国際女性映画祭公式ホームページあいち国際女性映画祭公式ホームページ（（（（http://www.aiwff.comhttp://www.aiwff.comhttp://www.aiwff.comhttp://www.aiwff.com））））をご覧くださいをご覧くださいをご覧くださいをご覧ください。。。。    

 

【ウィルあいちフェスタ２０１１】 

対 象：一般 

参加団体：県内を中心に活動するグループ 

入場料：原則として無料 

日時 内容 

１１／１９（土） 

９：３０～１６：３０ 

２６団体による意見発表会、講演、発表会、講習会、ワークショップ等を実施。 

（講演会・講習会等７団体、活動発表２団体、シンポジウム１団体、その他１８団体） 

 

【情報ライブラリーフェスタ】 

情報ライブラリーフェスタ 

毎年６月の男女共同参画週間、及び１０月の愛知県男女共同参画月間にちなみ、男女

共同参画社会に対する意識を啓発し、女性に関わるさまざまな問題への対応に役立つ

情報を発信した。 

日程 内容 

１ 

６／２１（火）～ 

７／２４（日） 

育てる男が社会を変える 

（パネル展示、関連図書等展示・貸出） 

２ 

１０／１（土）～ 

１０／３０（日） 

介護と男女共同参画 

（パネル展示、関連図書等展示・貸出、｢はがき１枚からの男女共同参画」入賞作品展

示） 

 

【テーマ展示】 

テーマ展示 時機を得たテーマを設定し、図書を展示した。 

日程 内容 

１ 

４／２１（木）～ 

６／１０（金） 

今、考えたい。災害に対する備え～女性の視点を大切に～ 

２ 

６／１５（水）～ 

７／３１（日） 

女とファッション その歴史 

３ 

８／２（火）～ 

１０／５（水） 

「時代を変える！「なでしこ」たち～スポーツ参加から見る男女共同参画 

４ 

１０／４（火）～ 

１１／３０（水） 

気になる？知りたい！女性の病気 

５ 

１２／１（木）～ 

２／７（火） 

没後３０年 向田邦子をふたたび読む 

６ 

２／１５（水）～ 

３／３１（土） 

生活の質☆幸福度向上させ隊 

 

【協働事業（団体活動ＰＲパネル展）】 

テーマ展示 団体の活動を紹介するパネルと関連図書を展示した。 

日程 内容 

１ 

８／４（木）～ 

８／１７（水） 

フェアトレードでつながる女性たち 

（名古屋をフェアトレード・タウンにしよう会） 

２ 

８／１９（金）～ 

９／４（日） 

名古屋大学 男女共同参画への取り組み あかりんご隊 

（名古屋大学男女共同参画室） 

３ 

１／１２（木）～ 

２／７（火） 

あいち女性面白マップ あなたの町の女性の力は？ 

(ＮＰＯ法人ウィル２１フォーラム) 



４ 

２／１５（水）～ 

２／２９（水） 

遊ぶ・話す・集まる・学ぶ、そして飲む 

(家事・育児するオトコの集まり ＫＡＪＩメンズ) 

５ 

３／１（木）～ 

３／３０(金) 

ひとりで悩まないで！子宮筋腫・子宮内膜症・子宮腺筋症 

(子宮筋腫・内膜症体験者の会たんぽぽ) 

 

【課題解決コーナー】 

テーマ展示 

男女共同参画に関わる課題解決に向けて役立つ情報を提供し、関連する図書や新聞ク

リッピングを展示した。 

日程 内容 

１ 

５／２９（日）～ 

８／１８（木） 

心の不調 どうする？ 

２ 

８／１９（金）～ 

１１／１（火） 

地域とつながる～ＮＰＯ・ボランティアに関心のある方へ～ 

３ 

１１／２（水）～ 

２／７（火） 

配偶者や恋人からの暴力に悩んでいませんか？ 

～相談できる窓口があります～ 

４ 

２／１５（水）～ 

３／３１（土） 

悩んでいませんか？パワハラ・モラハラ・職場のトラブル～職場の環境を整えよう～ 

 

【パネル展示】 

テーマ展示 

県や国の男女共同参画に関連する月間や週間等にちなんで、パネル展と関連図書を展

示した。 

日程 内容 

１ 

１０／４（火）～ 

１０／２０（木） 

「がん検診受診率５０％達成に向けた集中キャンペーン月間」パネル展 

２ 

１１／２（水）～ 

１１／３０（水） 

「女性に対する暴力をなくす運動」パネル展 

３ 

１２／４（日）～ 

１２／２７（火） 

「人権週間」パネル展示 

４ 

３／１（木）～ 

３／８（木） 

「女性の健康週間」パネル展 

 

【情報ライブラリーセミナー】 

情報ライブラリーセミナー 

情報ライブラリーの利用促進と、男女共同参画意識の醸

成を図った。 

対 象：一般 

定員：３０名 

受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

１０／１６（日） 

１３：３０～１５：００ 

親の介護 自分の老後 ～事前に知っておきたい、仕事

と介護の両立の「戦略」～ 

太田差惠子（介護・暮らし

ジャーナリスト） 

 


