
●終了した講座・イベント（平成２６年度） 

 

講座、セミナー 

 

【前期男女共同参画セミナー】 

女性の起業を考える ソーシ
ャルビジネスという働き方 

愛知県でソーシャルビジネスに取り組み、社会的課
題・地域課題の解決をめざして起業した講師から、事
業立案、資金調達についてのヒントや情報を学んだ。 

対 象：起業を考えている
女性、ソーシャルビジネス
に関心のある女性 
定 員：３０名 
受講料：２，０００円 

日時 テーマ 講師 

６／２９（日） 
１０:３０～１５:３０ 

１０:３０～１２:３０ 
ソーシャルビジネスの可能性と事業立案のヒント 
～(株)にんじんの軌跡を通して～ 

伊勢戸由紀 
（株式会社にんじん 代表
取締役社長） 

１３:３０～１５:３０ 
資金の準備 ～お金のことを考えてみよう～ 

木村真樹 
（公益財団法人あいちコミ
ュニティ財団 代表理事、
コミュニティ・ユース・バ
ンク momo 代表理事） 

 

家庭や職場で生かす 男性の
ための体験型コミュニケーシ
ョン講座 

男性が陥りがちなコミュニケーションのスタイルを
見直し、家庭や職場で、円滑な人間関係を築くことが
できるよう、実践的なコミュニケーション術を学んだ。 

対 象：男性 
定 員：２０人 
受講料：１，０００円 

日時 テーマ 講師 

７／２６（土） 
１０:００～１５:００ 

１０:００～１２:００ 
つながるためのコミュニケーション 濱田智崇 

（京都橘大学健康科学部心
理学科助教／カウンセリン
グオフィス天満橋 代表） １３:００～１５:００ 

わかりあうためのコミュニケーション 

 

あすが見えない ～生活困難
を抱える若者や女性たち～ 

生活困難が幅広い層に広がっている状況のなかで、
私たちが、今、若者や女性、子どもたちに何ができる
かを考えた。 

対 象：男女 
定 員：３０人 
受講料：１，５００円（全
３回） *１回のみ参加は各
６００円 

日時 テーマ 講師 

１ 
７／２７(日) 
１０:００～１２:００ 

大阪二児置き去り死事件に見るシングルマザーへの支
援 

杉山春 
（ノンフィクションライタ
ー） 

２ 
８／３（日） 
１０:００～１２:００ 

ニート、引きこもり、不登校・・・ 困難を抱える若
者たちへの支援 

鈴木美登里  
（NPO法人オレンジの会） 

３ 
８／１０（日) 
１０:００～１２:００ 

女性の貧困を考える 
山口恵子  
（東京学芸大学准教授） 

 

公開講座 

巨匠フランシス・フォード・コッポラとも親交があ
る字幕翻訳の第一人者戸田奈津子さんに、映画を通し
て生まれた友情や、裏側を知ってわかる映画のさらな
る魅力について話を聞いた。 

対 象：男女 
定 員：１００人 
受講料：５００円 

日時 テーマ 講師 

９／７（日） 
１３：２０～１６：２０ 

やっぱり、映画はおもしろい！ 戸田奈津子（字幕翻訳家） 

 

 



【後期男女共同参画セミナー】 

 

 

 

公開講座・女性の活躍促進の
ための「あいち女性連携フォ
ーラム事業」 

児童養護施設で育ち、茨城県高萩市長を２期８年務め
られた草間吉夫さんをお迎えし、貧困の連鎖を断ち切る
方策について話を聞いた。 

対 象：男女 
定 員：９０人 
受講料：５００円 

日時 テーマ 講師 

２／２８（土） 
１４：３０～１６：３０ 

ひとりぼっちの私が市長になった！  
草間吉夫 
（東北福祉大学特任教授、前
茨城県高萩市長） 

あすが見えない パート２ ～
生活不安の中で～ 

社会的な孤立や経済的な困窮など、生活不安を抱え
る人々に対する理解を深め、今、私たちにできること
は何かを考えた。 

対 象：男女 
定 員：３０人 
参加費：１，５００円（全
３回） *１回のみ参加は各
６００円 

日時 テーマ 講師 

１ 
２／２２（日) 
１３：３０～１５：３０ 

追いつめられる男たち 

中村正 
（立命館大学大学院応用人
間科学研究科教授／産業社
会学部教授） 

２ 
２／２８（土)  
１１：００～１３：００ 

貧困の連鎖を断つ 
～困難な状況に置かれた子供たちの自立に向けて～ 

草間吉夫 
（東北福祉大学特任教授、
前茨城県高萩市長） 

３ 
３／７（土)  
１０：００～１２：００ 

児童虐待防止支援の現場から  
～小さな人の笑顔のために～ 

萬屋育子 
（特定非営利活動法人ＣＡ
ＰＮＡ 副理事長、愛知教
育大学教職大学院特任教
授） 

いざという時のために！ 
～男女共同参画と誰もが安
心・安全な避難所を作るため
に～ 

男女共同参画や多様性の視点を持ちながら、いざと
いう時のために被災者支援に取り組むことができるリ
ーダーの育成を行うセミナーを開催した。 

対 象：地域防災活動や本
講座のテーマに関心のある
方 
定 員：３０人 
参加費：１，０００円 

日時 テーマ 講師 

２／１５（日) 
１０：００～１６：３０ 

１０：００～１０：３０ 
避難所のはなし ～東日本大震災を教訓として～ 

岡田晴道 
（愛知県防災局災害対策課
課長補佐） 

１０：３０～１２：００ 
男女異なる被災経験と支援のあり方 

池田恵子 
（減災と男女共同参画 研
修推進センター 共同代
表、静岡大学教授） 

１３：００～１６：３０ 
避難所生活にに関するワークショップ 
地域での普及のために 

池田恵子 
（減災と男女共同参画 研
修推進センター 共同代
表、静岡大学教授） 

元祖イクボスに学ぶ！イクメ
ンは、なぜ仕事もデキるの
か？ 

これからの多様な働き方の時代に向け、イクメンの強
み、イクメン支援のメリットなどを「元祖イクボス」川
島高之氏から学んだ。 

対 象：イクメン・イクボ
スに関心のある男性 
定 員：３０人 
参加費：１，０００円 

日時 テーマ 講師 

２／１４（土） 
１０:００～１３:００ 

元祖イクボスに学ぶ！ イクメンは、なぜ仕事もデキる
のか？ 

川島高之 
（三井物産ロジスティク
ス・パートナーズ（株）代
表取締役社長、ＮＰＯ法人
ファザーリング・ジャパン



 

 

 

【女性の再チャレンジ支援事業】 

 

【女性の活躍促進事業（実行委員会事業）】 

働く女性のネットワーク構築
事業（キャリアアップ＆交流ビ
ュッフェ） 

企業内の女性活用に核となる人材を養成するため、
企業の第一線で活躍している女性ゲストからアドバ
イスをいただくミニセミナーと、企業で活躍する女性
のネットワークづくりを促進するための交流会を行
った。 

対 象： 県内企業で働く女
性管理職及び一般女性社員
（企業からの推薦が必要） 
定 員：８０人 
受講料： ２，０００円（飲
食代含む。)  

日時 テーマ 講師 

１ 
９／１２（金） 
１８：３０～２０：３０ 

第１部 ミニセミナー 

未来の子ども達に美しい自然を残したい 

―企業で夢を叶えるために― 

百瀬則子 

(ユニーグループ・ホールデ

ィングス株式会社 執行役

員、グループ業務本部グル

ープ環境社会貢献部部長) 

第２部 交流ビュッフェ  

２ 
１０／１０（金）  
１８：３０～２０：３０ 

第１部 ミニセミナー 

企業における女性の活躍について 

北川尚子 

（東海東京証券株式会社 

理事、ＮＰＯ法人コヂカ
ラ・ニッポン代表） 

父と子のセミナー 
 父親の子育て参加の促進を目的に、お父さんとお子さ
んでペアになって、木工工作により、坂道をトコトコと
歩くオモチャを作成した。 

対 象：お父さんとお子さ
ん（満４歳から小学校３年
生まで）のペア 
定 員：１２組 
受講料：１，５００円 

日時 テーマ 講師 

３／７（土） 
１３：３０～１６：３０ 

お父さんと子どもの手作り教室 とことこオモチャを
作ろう 

川合英治 
（ＮＰＯ法人海賊船 トー
イ・カルチャーミュージア
ム館長） 

海外で、国際社会で、活躍す
る人材になる！グローバルに
働きたい女性のための異文化
適応トレーニング 

グローバルに働いている女性、これから海外や国際社
会に出て働きたい女性が、現場で使える異文化対応力を
効果的に学習できる参加型セミナーを実施した。 

対 象：グローバルに働く
女性、働きたい女性 
定 員：３０人 
参加費：１，５００円 

日時 テーマ 講師 

３／１４（土) 
１０：３０～１５：３０ 

海外で、国際社会で、活躍する人材になる！ 
グローバルに働きたい女性のための異文化適応トレー
ニング 

宮森千嘉子 
（イティム ジャパン 代
表、ホフステードセンター 
マスタートレーナー） 

ファイナンシャル・プランナ
ー養成セミナー(全 7回) 

国家資格「ファイナンシャル・プランニング技能士３
級」の合格を目標に、基本的で幅広い知識の講義・試験
対策を行った。 

対 象：女性 
定 員：３０人 
参加費：２０，０００円(全
７回、教材費込み) 

日時 テーマ 講師 

７／６（日)・１３（日)・ 
２０（日)・２７（日) 
８／３（日)・１０(日)・ 
２４(日) 
１３:１５～１６:４５  

ライフプランニング＆資金計画 
金融資産運用設計 
不動産 
リスク管理 
タックスプランニング 
相続・事業承継 

東京リーガルマインド講師 



執行役員、ウェルスマネジ

メント本部長） 

第２部 交流ビュッフェ  

３ 
１１／７（金） 
１８：３０～２０：３０ 

第１部 ミニセミナー 

企業でいきいきと働き続けるために 

大川明美 

(アイシン精機株式会社 

パワートレインシステム開

発部第一開発グループグル

ープマネージャー（課長

格）) 

第２部 交流ビュッフェ  

４ 
１２／６（土） 
１７：００～１９：００ 

第１部 ミニセミナー 

女性が輝く「ＰＲ＆セールスプロモーション」 

 

林美保子 

(ミッドランドスクエア 

販促･広報マネージャー) 

第２部 交流ビュッフェ  

５ 
２／１２（木） 
１８：３０～２０：３０ 

第１部 ミニセミナー 

求めよ、さらば与えられん！ 

～女性は素敵によくばり♪～ 

大橋弓子 

(ブラザー工業株式会社 

IE 技術部技術開発グループ 

プロフェッショナル・エン

ジニア) 

第２部 交流ビュッフェ  

 

 

企業経営と女性の活躍を考
えるシンポジウム「女子力で
会社を変えるには」 

企業における女性の活躍促進の意義や、女性の力を引
き出すためにはどうしたらいいのかを学び、地元企業の
経営者とパネルディスカッションを行った。 

対 象：一般 
定 員：２００人 
参加費：無料 

日時 テーマ 講師 

１０／１１（土） 
１３:２０～１６:００ 

１３:２０ 
開会・主催者挨拶 
１３:３０～１４:２０ 
基調講演『女子力で会社を変えるには』 

橘・フクシマ・咲江 氏 
（G&S Global Advisors 
Inc. 代表取締役社長） 

１４:３０～１６:００ 
パネルディスカッション 

コーディネーター 
石田好江 
（愛知淑徳大学副学長） 
パネリスト 
橘・フクシマ・咲江 
（G&S Global Advisors 
Inc. 代表取締役社長） 
小池利和 
（ブラザー工業株式会社 
代表取締役社長） 
日下智重子 
（株式会社リブレ 代表取
締役社長） 

女性の活躍応援公開講座「仕
事も子育てもあきらめな
い！」 

育児と仕事を両立する女性社員の現状について話し
を聞き、講師の対談や参加者との質疑応答を通じて、子
育てをしながらいきいきと働き続けていくことの意義
や様々な課題への対応について理解を深めた。 

対 象：一般 
定 員：２００人 
参加費：無料 

日時 テーマ 講師 

１１／１（土） 
１３:３０～１６:００ 

日本企業における女性社員のキャリア支援 

渥美由喜 
（内閣府少子化危機突破
タスクフォース政策推進
チームリーダー（東レ経営
研究所ダイバーシティ＆



 

 

【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 6／28（土） 一宮市 笑って学ぼう 落語にみる男と女 微笑亭さん太（落語家） 

２ 7／23（水） 大府市 想いを伝えるということ 
堀江美穂 
（ＺＩＰ－ＦＭ ミュージ
ックナビゲーター） 

３ 10／4（土） 東郷町 
１部：講和「男女共同参画社会の実現に向けて」 
２部：映画「そして父になる」 

中林久子 
（東郷町男女共同参画審議
会会長） 
小山富夫 
（東郷町男女共同参画審議
会副会長、人権擁護委員） 
吉田あけみ 
（東郷町男女共同参画審議
会委員、椙山女学園大学人
間関係学部教授） 
市原兼久 
（（公財）あいち男女共同参
画財団企画協働課課長） 

４ 10／5（日） 東海市 
仕事と家庭の両立を応援します！ 
家事を助ける整理収納講座 

高原智子 
（Ｎａｇｏｈａｎａ Ｌｉ
ｖｉｎｇ 代表） 

５ 10／12（日） 刈谷市 
家族みんなで考える介護  
～介護は突然に その時どうする～？ 

後藤澄江 
（日本福祉大学教授） 

６ 10／12（日） 犬山市 
夫婦げんかと DVの違いがわかりますか？～大切な
人との関係を見直してみませんか？ 

具ゆり 
（ウィメンズカウンセリン
グ名古屋 YWCA） 

７ 10／15（水） 津島市 男女共同参画と刑事裁判の被害者参加 後藤昌弘（弁護士） 

８ 10／18（土） 西尾市 子育て／子育ちで社会みんなが幸せに！ 
原健二朗 
（ちゃいるどネット株式会

ワークライフバランス研
究部長）） 

仕事を続けてきた現実とその中で思うこと 
～働く女性の 1サンプルとして～ 

伊藤直子 
（株式会社日立ソリュー
ションズ 社会インフラ
基盤本部 担当部長） 

女性の活躍応援公開講座「チ
ャレンジする楽しみ～『働く』
という選択肢を考える～」 

育児と仕事を両立する女性社員の現状について話し
を聞き、講師の対談や参加者との質疑応答を通じて、子
育てをしながらいきいきと働き続けていくことの意義
や様々な課題への対応について理解を深めた。 

対 象：一般 
定 員：２００人 
参加費：無料 

日時 テーマ 講師 

２／１１（水） 
１３:３０～１６:１０ 

一歩を踏み出すためのマナーマネジメント 

正門律子 
(株)クレース・プランナー
ズ・(株)ＵＴＡ 代表取締
役 

ドリームマップでなりたい自分をカタチに！ 

秋田稲美 
（一般社団法人ドリーム
マップ普及協会 代表理
事） 



社 代表取締役） 

９ 10／19（日） 北名古屋市 ファーストレディからマダムプレジデントへ？ 

阿南東也氏 
（愛知県立大学外国学部 
准教授 アメリカ政治外
交・政治学専攻） 

10 11／8（土） 春日井市 女性のためのこころとからだの健康支援講座 
丹羽綾 
（整体師 骨盤美人体操講
師 自営ワーママ代表） 

11 11／29（土) 豊田市 
「ことば」の中に生きる男女（ひとびと）、「今」
を生きる男女（ひとびと) ～聞けば思い当たるあ
んなコトやこんなコト～ 

中島美幸 
（愛知淑徳大学非常勤講
師） 

12 12／13（土） 愛西市 家族みんなで男女共同参画 柴田良枝（星城大学教授） 

13 1／25（日） 設楽町 映画『人生、いろどり』上映＆WAKE UPセミナー 

青柳美智代 
（おもてなし楽習塾主宰、
ｎｅｘｔ ｓｔａｇｅ代
表） 

14 3／14（土） 半田市 
「パパも一緒に育児を楽しもう!」 
  ～イクメン先生が語る！オトコの子育て～ 

田村哲樹 
（名古屋大学大学院法学研
究科教授） 

15 3／15（日） 飛島村 
体のバランスを整え前向きな明日を 
 ～みんなの健康管理～ 

丹羽綾 
（株式会社絢成 代表取締
役）  

 

【協働事業】 

協働事業 講演会 
対 象：一般 
定 員：８０人 
参加費：５００円 

日時 内容 講師 

５／１３（火） 
１０：３０ ～１２：００ 

「女性が輝く国」になるために 
 
愛知県女性地域実践活動交流協議会 

細川昌彦 
（中部大学教授（元中部経
済産業局長）） 

 

協働事業 セミナー 

対 象：創業を予定してい
る女性の方、創業後間もな
い女性の方 
定 員：３０人 
参加費：無料 

日時 テーマ 講師 

９／１２（金） 
 １４：００～１６：００ 
９／２６（金） 
１４：００～１６：００ 

あいち女性創業支援セミナー 
開業に役立つ販促計画！ 
～お客様目線のチラシを作る～ 
 
 
日本政策金融公庫 名古屋創業支援センター、 
中小企業基盤整備機構 中部本部 

溝口暁美 
（Office Aube 代表） 

 

 

協働事業 セミナー 
対 象：一般 
定 員：１００人 
参加費：５００円 

日時 テーマ 講師 

１０／２６（日） 
１０：００～１２：００ 

性の売買と人権―北欧モデルの可能性 
 
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） 

中里見博 
（徳島大学准教授） 



 

 

【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：２７人 
受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

１ ５／３０(金) 

開講式・オリエンテーション・交流会  

県行政「男女共同参画について」 
安藤綾子(愛知県県民生活

部女性の活躍促進監) 

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(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 ６／２１（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（愛知大学教授） 

研究レポート① 

日置雅子(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) 

３ ７／５（土） 

ドメスティック・バイオレンス  

―女性と子どもへの被害― 

石田ユミ(金城学院大学非

常勤講師) 

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（Connex） 

４ ７／１９（土） 

地方行政と住民参加 昇秀樹(名城大学教授) 

女性と経済 

 ～「消費者から見た経済問題」を中心に～ 

東珠実（椙山女学園大学 

教授） 

５ ８／２（土） 
男女共同参画統計データの活用 

「知って」、「使って」、「納得」する方法 

高橋由紀(国立女性教育会

館研究員) 

６ １０／４（土） 

地域福祉  

―皆が安心して暮らせる環境の整備― 

後藤澄江（日本福祉大学 

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・愛知県立大学名誉教

授) 

７ １０／２５（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(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) 

協働事業 コンサート 
対 象：一般 
定 員：８００人 
参加費：１，０００円 

日時 テーマ 出演者 

１１／１５（土） 
１３:３０～１５:３０ 

ウクライナの歌姫ナターシャ・グジー コンサート 
～水晶の歌声とバンドゥーラの可憐な響き～ 
 
あいち国際交流はなのき会 

オープニングトーク 
飯尾歩（中日新聞論説委員） 
コンサート 
ナターシャ・グジ― 



８ １２／６（土） 

女性と貧困 
鈴木美登里（NPO法人オレン

ジの会） 

研究レポート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・愛知県立大学名誉教

授) 

９ １／２４（土） 

セミナー修了生による活動発表 
山田和枝、中林久子、松岡

恵子 

地域実践活動交流協議会との交流会 

日置雅子(特定非営利活動

法人ウィル２１フォーラム

代表・愛知県立大学名誉教

授) 

10 ３／１３（金） 人材育成セミナー報告会・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：８０人 
受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

１／７（水） 
１３：３０～１５：３０ 

多文化共生のまちづくり 
～伝えよう、地域の魅力を世界の人々に～ 

佐藤久美 
（金城学院大学国際情報学
部教授） 

 

 

イベント 

 

【あいち国際女性映画祭２０１４】 

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。 

 

【ウィルあいちフェスタ２０１４】 

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月１５日（土） 
９：００～１６：３０ 

２４団体による意見発表会、講座・講習会、発表会等を実施。 
（講座・講習会：７団体、発表会：３団体、その他：１５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 
国の男女共同参画週間及び愛知県の男女共同参画月間にちなんで、情報ライブラリー
で作成したパネルと関連図書等を展示した。 

日程 内容 

１ 
６／２１（土） 
～７／２７（日） 

わたしのミライ、自分で選ぶ 

２ 
１０／１（水） 
～１０／３１（金） 

変わるライフコース その常識はもう古い？～仕事と暮らし 男女の今～ 

 

 

 



【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 
４／２２（火） 
～６／１３（金） 

「ほしい未来」のつくり方。～社会の課題は楽しく解決できる～ 

２ 
６／１５（日） 
～７／３１（木） 

きらめくスタァ、読んでみる？宝塚歌劇１００周年 

３ 
８／１（金） 
～１０／８（水） 

抜け出したい！貧困スパイラル 

４ 
１０／９（木） 
～１２／１８（木） 

知っておきたい。産後のからだとこころ 

５ 
１２／１９（金） 
～２／２１（土） 

ライブラリーの美味しい本 

６ 
２／２２（日） 
～３／３１（火） 

働くってなんだ？～就職を考えるきみに伝えたい～ 

 

【課題解決支援コーナー】 

課題解決支援コーナー 
男女共同参画に関わる課題解決に向けて役立つ情報を収集し、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 
４／２７（日） 
～７／２０（日） 

私のからだは私が守る！！ 

２ 
７／２３（水） 
～１０／２５（土） 

被害に遭っていませんか？～セクハラ、パワハラ、マタハラ～ 

３ 
１０／２６（日） 
～１／２７（火） 

ＤＶで悩んでいるひとのために 

４ 
２／４（水） 
～３／３１(火） 

こころの不調が気になる時に 

 

【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 
７／３１（木） 
～８／１３（水） 

ＮＰＯ法人名古屋おやこセンター 

２ 
８／１５（金） 
～８／２９（金） 

尾張旭市男女共同参画社会推進ボランティア「あゆネット」 

３ 
２／５（木） 
～２／２７（金） 

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 
３／５（木） 
～３／２７（金） 

世界の課題 地域の課題／ＮＰＯ法人あいち国際理解教育ステーション（ＡＩＳ） 

 

【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、パネルと関連図書を展示
した。 

日程 内容 

１ 

１１／１（土） 
～１１／３０（日） 

知ってほしい、DVのこと 

１１／１４（金） 
～１２／１０（水） 

【愛知県図書館共同企画】知ってほしい、DVのこと 
会場：愛知県図書館 



２ 
１２／４（木） 
～１２／２８（日） 

子どもの人権について考える 
～「子どもの権利条約」誕生２５周年～ 

 

指定管理者コングレ・愛知グループ自主事業 

【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
を図るため、時宜を得たテーマでセミナーを開催した。 

対 象： 一般 
定員：３０人 
受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

１０／１９（日） 
１３：３０～１５：００ 

「就活」「婚活」しないと、できない時代 
～通用しない！親世代の常識～ 

大内 裕和（中京大学国際

教養学部国際教養学科教

授） 

 

 

【親子で楽しむクイズラリー】 

親子で楽しむクイズラリー 
親子で情報ライブラリー内にあるクイズを探して答えを考え、楽しみながら男女共同参

画学ぶクイズラリーを実施した。 

日時 内容 

１２／４（木） 
～１２／２８（日） 

子どもの人権 

 

 


