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【前期男女共同参画セミナー】 

 

Ｍｅｎ’ｓ専科 

料理と講義で、あなたの健康

バックアップ 

家庭でもすぐに作れる料理を実習し、いつまでも自

分の歯で元気に食べ、そしてコミュニケーションを図

る際にためらうことのないよう口腔保健について歯科

衛生士に聞いた。 

対 象：男性 

定 員：１５人 

受講料：３，５００円（材

料費込み） 

日時 テーマ 講師 

７／１（日） 

１０：００～１５：３０ 

１０：００～１３：００ 

役立つ。男の料理教室 

加来良子（ＫＡＫＵ・サテ

ライト・クッキング代表） 

１３：３０～１５：３０ 

健康でイキイキと自分らしく生きるための、お口のお

話。 

上谷純代（あいち健康の森

健康科学総合センター歯科

衛生士） 

 

女性のライフサイクルと健康 

女性の「成熟期」から「更年期」に気をつけたい病

気や症状、対処法を専門家に聞いた。 

対 象：女性 

定 員：各回３０人 

受講料： 

  全３回１，５００円 

    各１回６００円 

日時 テーマ 講師 

１ 

７／７（土） 

１４：００～１６：００ 

２０歳～４０歳前半「成熟期」 

若い女性に多い甲状腺の病気 

山家由子 

（国立病院機構名古屋医療

センター糖尿病・内分泌内

科医長） 

２ 

７／１４（土） 

１４：００～１６：００ 

４０歳半ば～５０歳半ば「更年期」 

更年期といえば更年期障害 

丹羽咲江 

（咲江レディスクリニック

院長） 

３ 

７／２８（土） 

１４：００～１６：００ 

更年期からのより良い人生のために 

あなたの骨は大丈夫？骨粗鬆症 

田中郁子 

（藤田保健衛生大学病院臨

床検査科講師/名古屋膠原

病リウマチ痛風クリニック

顧問（骨粗鬆症外来担当）） 

 

公開講座 

１９７０年のデビュー以来、長く第一線で活躍され

ている戸田奈津子さんに字幕翻訳という仕事を選ばれ

た経緯や戸田さんならではのエピソードを聞いた。 

対 象：男女 

定 員：１００人 

受講料：５００円 

日時 テーマ 講師 

９／４（火） 

１５：３０～１７：３０ 

“好き”に生きる 

戸田奈津子（映画字幕翻訳

者） 

『青踏』の女たちの生き方 –

新しい女の原点- 

 『青踏』に関わった１００年前の「新しい女」の生

き方を通して、今の時代を生きる女性を取り巻く現状

を考えた。 

対 象：男女 

定 員：３０人 

受講料：１，５００円 

日時 テーマ 講師 

１ 

６／９（土） 

１３：３０～１５：３０ 

平塚らいてう 

『元始、女性は実に太陽であった』史上初の女性文芸

誌の誕生 

吉田啓子（名古屋経済大学

名誉教授） ２ 

６／１６（土） 

１３：３０～１５：３０ 

与謝野晶子 

『山の動く日来る』女性解放へのメッセージ 

３ 

６／２３（土） 

１３：３０～１５：３０ 

伊藤野枝 

『無主義、無規則、無方針』２８年の情熱的な生涯 



【後期男女共同参画セミナー】 

 

 

 

 

 

 

 

公開講座 

女性、男性問わずに社会に生き、地域を活性化し、元

気な日本に生まれ変わるにはどうしたらいいのかを片

山善博さんに聞いた。 

対 象：男女 

定 員：１００人 

受講料：５００円 

日時 テーマ 講師 

１／２６（日） 

１０：００～１２：００ 

地域を変える、日本を変える！ ～男女共同参画は社会

のノーマライゼーション～ 

片山善博（慶應義塾大学教

授） 

婚活応援！料理教室でコミュ

ニケーション 

参加者が料理を作りながら初対面の人と会話をする

ことにより、コミュニケーションのコツを学んだ。 

対 象：愛知県在勤または在

住の独身男女 

女性：結婚しても仕事を続け

たい方 

男性：仕事を続けたい女性に

共感できる方 

定 員：男女各８人 

参加費：４，０００円（材料

費込み） 

日時 テーマ 講師 

２／２（土） 

１０：００～ 

婚活応援！料理教室でコミュニケーション 

杉浦友祐（名古屋クッキング

スクール主宰） 

Ｍｅｎ’ｓ専科２ 

貴方の魅力ＵＰ お手伝いし

ます！ 

簡単で見栄えのする弁当の作り方を実習し、地域や

人との関わりに自信を持って取り組めるよう健康な髪

と頭皮の健康維持について専門家に聞いた。 

対 象：男性 

定 員：１５人 

参加費：３，５００円（材

料費込み） 

日時 テーマ 講師 

２／３（日） 

１０：００～１５：３０ 

１０：００～１３：００ 

創意工夫の手作りお弁当 

～組み合わせのできる、おかず７品～ 

加来良子（ＫＡＫＵ・サテ

ライト・クッキング代表） 

１３：３０～１５：３０ 

プロが教える育毛にイイ話。 

東田雪子（株式会社ルチア

代表取締役） 

続 老いは足元から 

健康な老後を過ごすために、足・靴から身体バランス

までをトータルにチェックし、生活習慣改善のために毎

日できる運動などを専門家から学んだ。 

対 象：男女 

定 員：３０人 

参加費：９００円 

日時 テーマ 講師 

２／８（金） 

１３：３０～１６：３０ 

続 老いは足元から～上級シューフィッターにまたまた

学びます、「足力」維持法あれこれ～ 

永井恵子（ＮＰＯ法人ＷＩ

ＳＨ理事長） 

４０歳から始める『これから

の人生設計』 

 最期まで自分らしい充実した生活を送ることができ

るような準備について専門家に聞いた。 

対 象：男女 

定 員：３０人 

受講料：１，５００円 

日時 テーマ 講師 

２／１０（日） 

１０：３０～１５：３０ 

１０：３０～１２：３０ 

これからの人生を設計する 

～老後のプラン・老後の資金～ 

牧野寿和（牧野ＦＰ事務所

代表） 

１３：３０～１５：３０ 

自分の最期は自分で決める 

～おひとりさまでもだいじょうぶノートを書く～ 

吉田太一（遺品整理会社キ

ーパーズ代表取締役） 



 

 

 

【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 ６／２４（日） 半田市 

男（女）らしさか、自分らしさか 

 ～男性にとっての男女共同参画～ 

安川寿之輔（名古屋大学名

誉教授） 

２ ６／２８（火） 稲沢市 想いを伝えるということ 

堀江美穂(ラジオパーソナ

リティー) 

３ ７／２１（土） 津島市 私がイクメンになった理由 田村哲樹(名古屋大学教授) 

４ ７／２８（土） 

尾張旭

市 

女性を活かして社会を活性化 

束村博子(名古屋大学准教

授) 

５ １０／２０（土） 東郷町 

シンポジウム（男女共同参画について） 

映画会「毎日かあさん」 

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） 

６ １１／１０（土） 知多市 

東日本大震災の復興現場から学ぶ 

 －災害・復興と女性の視点－ 

田端八重子（もりおか女性

センター長） 

７ １１／１０（土） 刈谷市 

子どもとのコミュニケ－ション 

 ～むずかしい思春期をどう乗り越える？～ 

千田伸子（家庭教育師） 

８ １１／１１（日） 蒲郡市 

イクメンからのメッセージ 

 子どもと一緒に笑ってますか 

横井寿史（社会保険労務士） 

キッチンサイエンス 

父と子が一緒に、ストローや食器など台所にある器具

と身近にある食べ物を利用して実験を行い、科学の面白

さを学んだ。 

対 象：父親と小学生の子

ども 

定 員：１０組 

参加費：1人３００円 

日時 テーマ 講師 

２／２３（土） 

１４：００～１６：００ 

カラーマジックケーキでパパと楽しくカガクを学ぼう 

佐々義子（ＮＰＯ法人くら

しとバイオプラザ２１主席

研究員） 

知られざる人身取引大国ニッ

ポン 

なぜ人身取引が起こるのか、日本でどのように人身

取引が行われているのかを知り、人身取引をなくすた

めに何ができるかを考えた。 

対 象：男女 

定 員：３０人 

受講料：５００円 

日時 テーマ 講師 

３／２（土） 

１０：３０～１５：３０ 

１０：３０～１２：３０ 

日本の中の人身取引 

～調査研究から見えてくる実態～ 

渡辺美穂（国立女性教育会

館研究国際室研究員） 

１３：３０～１５：３０ 

人身取引のない社会にするための取組 

～ポラリスプロジェクト～ 

藤原志帆子（ＮＰＯ法人ポ

ラリスプロジェクトジャパ

ン代表） 

キャリアアップセミナー 

 

部下力向上セミナー 

～部下力を磨いて、上司とビ

ジネスを制しよう！～ 

部下力とは何かを理解し、現状の条件の中で自分は何

ができるかを考え、将来のリーダーを目指すために自分

を客観視できる力を付けるためのスキルを学んだ。 

対 象：働いている女性（非

管理職層の若手から中堅の

方など） 

定 員：３０人 

受講料：５，０００円 

日時 テーマ 講師 

１ 

３／１６（土） 

１０：００～１６：３０ 

「部下力」とは何か 

刈本香緒莉（株式会社ヒュ

ーマンエナジー） 

２ 

３／１７（日） 

１０：００～１６：３０ 

「部下力」を高める 



９ １１／１８（日） 瀬戸市 

ドメスティック・バイオレンス 

 ～被害者を孤立させない社会～ 

石田ユミ（金城学院大学非

常勤講師） 

10 １／２０（日） 一宮市 イクメンが家族を変える ～仕事と子育ての両立～ 横井寿史（社会保険労務士） 

11 ２／２（土） 西尾市 「妻」という役割 二人三脚で育てた「スギ薬局」 

杉浦昭子（スギホールディ

ングス株式会社代表取締役

副社長) 

12 ２／２（土） 

北名古

屋市 

オトコの子育てがなぜ大切か？ 

 ～体験的男女共同参画論～ 

田村哲樹（名古屋大学教授） 

13 ２／１５（金） 知立市 

男女の壁を越えたコミュニケーション力をつけよう 

～プライベート・仕事に役立てるために～ 

刈本香緒莉（株式会社ヒュ

ーマンエナジー） 

14 ２／１６（土） 弥富市 

サクセスフル・エイジング 

 年齢を重ねるごとに 

伊東眞理子（同朋大学教授） 

15 ２／１６（土） 

阿久比

町 

へえ、そうなの、日本 

 ～日本で暮らして、良かったこと、困ったこと～ 

池田チンツィア 

ベガム シャムシャド（Ｎ

ＩＣ地球市民教室） 

 

【協働事業】 

女性関係団体と協働して講演会、セミナー等を実施した。  

協働事業 講演会 

対 象：一般 

参加費：５００円 

日時 内容 講師 

５／２３（水） 

１３：３０～１５：３０  

「自分に力をつけよう ～あなたのリーダー力は？～」 

 

愛知県女性地域実践活動交流協議会 

浦野真奈美（㈱エ・ム・ズ

取締役ーチングファシリテ

ーター） 

 

協働事業  

対象：愛知県民 

参加費：無料 

日時 内容 講師 

７／１６（月） 

「平成２４年度 大村知事と語る会」男女共同参画社会

実現に向けて－女性が元気に活躍できる社会！－ 

 

愛知県 

 

 

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 

９／２６（水） 

１３：３０～１５：３０ 

 

１０／１０（水） 

１３：３０～１５：３０ 

あいち女性創業支援セミナー 

 

日本政策金融公庫、（独）中小企業基盤整備機構中部支

部 

９／２６（水） 

大津たまみ（株式会社アク

ションパワー代表取締役社

長） 

１０／１０（水） 

高瀬 圭代（元楽天ＥＣコン

サルタント、 中小企業診断

士） 

 

協働事業 セミナー 

対 象：愛知県内の男女共

同参画担当者、男女共同参

画センター職員、ＮＰＯ・

市民グループ講座担当者  

参加費：無料 

日時 テーマ 相談員 



 

 

 

 

 

【女性のグループリーダー研修】 

 

９／２７（木） 

１３：３０～１６：３０ 

 

１０／２（火） 

１３：３０～１６：３０ 

講座の企画・運営の方法 

 

一般財団法人女性労働協会 

９／２７（木） 

富尾木綾子（女性就業支援

専門員） 

１０／２（火） 

宮越泰子（女性就業支援専

門員） 

協働事業 チャリティーコンサ－ト 

対 象：一般 

参加費：無料 

日時 テーマ 講師 

１１／１７（土） 

１３：３０～１５：００ 

はなのきチャリティーコンサート２０１２東日本震災

支援 地球のステージ 

 

国際交流はなのき会 

桑山紀彦（東北国際クリニ

ック院長） 

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 

１２／２（日） 

１３：３０～１５：３０   

社会を変える力 ～これからの組織に必要なものは～ 

 

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） 

西条剛央（ふんばろう東日

本支援プロジェクト代表、

早稲田大学大学院専任講

師） 

協働事業 セミナー 

対 象：一般 

参加費：無料  

日時 テーマ 講師 

１２／１１（火） 

１３：３０～１６：３０   

あなたも達人！プレゼンテーション ～伝える力を磨

く～ 

 

税理士法人アクシス 

鳥巣智嗣（中小企業診断士） 

協働事業 セミナー 

対 象：一般 

参加費：５００円 

日時 テーマ 講師 

３／９（土） 

１４：００～１６：００   

「イクメン」が日本を変える ～多様化する現代社会の

中で、イクメンは育っているのか？～ 

 

ＮＰＯ法人お茶の水学術事業会 

石井クンツ昌子（お茶の水

女子大学教授） 

人と組織を動かそう！ 

私の力を活かそう！地域リー

ダー力養成講座 

 女性のリーダーシップ力を高め、地域や職場やグルー

プ活動で力を発揮するリーダーを養成するためのスキ

ルを学んだ。 

対 象：団体・グループで

活動している女性、または

これから活動したい女性 

定 員：３０人 

受講料：４，０００円 

日時 テーマ 講師 

１ 

２／３（日） 

１３：３０～１５：３０ 

リーダーの心構えを作ろう 

川端美智子（株式会社ライ

フキャリアデザイン・アソ

シエイツ代表取締役） 

２ 

２／１７（日） 

１０：３０～１６：３０ 

リーダーのスキルを身につけよう１ 

人に関わるコミュニケーション 

３ 

２／２４（日） 

１０：３０～１６：３０ 

リーダーのスキルを身につけよう２ 

組織を動かすファシリテーション 



 

【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：２５人 

受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

１ ５／３１(木) 

開講式・オリエンテーション  

男女共同参画社会づくりについて 

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） 

日本における男女共同参画の現状 

－国際的な概念とのギャップ～－ 

日置雅子（アドバイザー、

特定非営利活動法人ウィル

２１フォーラム代表、愛知

県立大学名誉教授） 

２ ６／２３（土） 

子どもにとっての男女共同参画 

芳賀亜希子（浜松学院大学

短期大学部教授） 

研究レポートについて①・交流会 日置雅子（アドバイザー） 

３ ７／７（土） 

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） 

研究レポート② 日置雅子（アドバイザー） 

４ ７／２１（土） 

地方行政と住民参加 昇秀樹（名城大学教授） 

地域における男女共同参画 

三矢勝司（ＮＰ０法人岡崎

まち育てセンター・りた理

事） 

５ ８／４（土） 男女共同参画統計データの活用 

高橋由紀（国立女性教育会

館研究員） 

６ １０／６（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） 

地域福祉 －高齢者が安心して暮らせる環境の整備－ 

平野隆之（日本福祉大学教

授） 

７ １０／２７（土） 

男性にとっての男女共同参画 田村哲樹（名古屋大学教授） 

研究レポートについて③ 日置雅子（アドバイザー） 

８ １２／１（土） 

地域リーダーに求められるもの 

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） 

研究レポート④ 日置雅子（アドバイザ－） 

９ １／１９（土） 

支援セミナー修了生の発表 

三和尚子、木田きよえ、 

加納和江（平成１８年度修

了生） 

地域実践活動交流協議会との交流会  

10 ３／１４（木） 支援セミナー報告会・修了式  

 

 

４ 

３／２（土） 

１３：３０～１６：００ 

強みを活かす ～組織を効果的に運営するために～ 

鳥巣智嗣（税理士法人アク

シス 中小企業診断士） 



【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

受講修了者 

受講者：人材育成セミナー

受講修了者 

受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

１０／４（木） 

１３：３０～１５：３０ 

校長室にいない校長先生 ～たった一人の反乱～ 

土肥信雄（元都立三鷹高校

校長） 

 

【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 

１０／１３（日） 

１３：３０～１５：００ 

不安な時代を生き抜く！共働き夫婦の家計術 ～結婚、

子育て世代のマネー・ライフバランス～ 

菅田芳恵（グッドライフ設

計塾主宰） 

 

 

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２０１２】 

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.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２０１２】 

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 

１１／１７（土） 

９：３０～１６：３０ 

２４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８団体、活動発表２団体、シンポジウム１団体、その他１４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 

６／２０（水）～ 

７／２５（水） 

男女共同参画について知ろう 

（パネル展示、関連図書等展示・貸出） 

２ 

１０／２（火）～ 

１０／３１（水） 

共働きでワーク・ライフ・バランス実現！ 

（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」優秀作品展

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 

４／２５（水）～ 

６／１４（木） 

古キヲ温メテ新シキヲ知ル ～いま、また触れたいあの作品～ 

２ 

６／１５（金）～ 

８／１２（日） 

うふふ。な社会にしませんか ～ポジティブ・アクションをキーワードに～ 



３ 

８／１９（日）～ 

１０／２６（金） 

えほんｄｅジェンダー 

４ 

１０／２７（土）～ 

１２／１６（日） 

ヒロインに会いに行こう 

５ 

１２／１８（火）～ 

２／２１（木） 

なんとなく疲れた心とカラダに効く５０冊 

６ 

２／２２（金）～ 

３／３１（日） 

社会貢献で「何か」を手に入れる。 

 

【課題解決コーナー】 

課題解決コーナー 

男女共同参画に関わる課題解決に向けて役立つ情報をチラシやリーフレットを中心に

収集・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 

４／４（水）～ 

７／２４（火） 

仕事に就く、仕事を創るには？ 

２ 

７／２５（水）～ 

１０／２０（土） 

わくわく・いきいき☆シニアライフ 

３ 

１０／２１（日）～ 

１／８（火） 

他人事ではない！？ＤＶ被害根絶のために 

４ 

１／９（水）～ 

３／３１（日） 

ひとり親家庭の支援あります 

 

【協働事業（団体活動ＰＲパネル展）】 

団体活動ＰＲパネル展 

男女共同参画に関わる団体や大学等と協働し、活動を紹介するパネルや関連する図書

などを展示した。 

日程 内容 

１ 

４／４（水）～ 

４／２５（水） 

安城市における男女共同参画 １１年目 

（さんかく２１・安城） 

２ 

５／９（水）～ 

５／３０（水） 

国際交流はなのき会 

（国際交流はなのき会） 

３ 

８／８（水）～ 

８／３０（木） 

離婚をめぐる問題・面会交流 別れたパパ、ママに会いたい！ 

（公益社団法人家庭問題情報センター名古屋ファミリー相談室) 

４ 

２／７（木）～ 

２／２８（木） 

あいち女性面白マップ 

（ＮＰＯ法人ウィル２１フォーラム) 

 

【パネル展示】 

パネル展示 

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 

１１／９（金）～ 

１１／３０（金） 

「女性に対する暴力をなくすために」パネル展 

２ 

１２／４（火）～ 

１２／２７（木） 

「「人身取引」と「女性に対する暴力」をなくすために」パネル展 

 


