●終了した講座・イベント（平成２７年度）
講座、セミナー
【前期男女共同参画セミナー】
ミッドライフ・クライシスに
立ち向かう ～がんばらない
女性の生き方～

出産、子育て、キャリアの選択、親の介護など、様々
な変化が訪れる中年世代（ミッドライフ）の女性たち
が、より健康に、生き生きと人生の後半を過ごしてい
くためのヒントを学んだ。

対 象：女性
定 員：４０人
受講料：各部１，０００円
（２部通し受講の場合１，
５００円）

日時

テーマ

講師

１０：００～１２：３０
ミッドライフ・クライシスを知る

園田由紀（臨床心理士）

１３:３０～１５:３０
ミッドライフから女性が心地よく生きるために

横森理香（作家・エッセイ
スト）

しあわせをよぶ！らくらく時
短家事ライフ

夫婦間の間で家事に対する意識のズレを見つけ、女
性が社会で活躍し皆がイキイキと暮らすための「家事
労働」を軽減するヒントを学んだ。

対 象：時短家事ライフに
興味のある方、カップルで
の参加歓迎
定 員：３０人
受講料：１，０００円、材
料費６００円

日時

テーマ

講師

６／２７（土）
１０:００～１５:３０

７／１１（土）
１３:３０～１５:３０
７／ｂ１８（土）
９:３０～１２:００
又は
１３:００～１５:３０

男性セミナー

時短のカギは意識のズレ！？
～家族が笑顔になる家事シェアのススメ～
プロに学ぶ仕込みの技(わざ)
～毎日つくる料理は一品だけ～

後藤かをり（（有）フードオ
フィスタブリエ代表、栄養
士、フードコーディネータ
ー）

退職後の生活を具体的に考える余裕や切っ掛けがな
い男性を対象に、老後破産を回避し、豊かな老後生活
を送ることができるよう、今から始められるお金のノ
ウハウを学んだ。

対 象：男性、又は夫婦参
加可能
定 員：３０人
受講料：１，０００円

テーマ

講師

日時
７／２６（日）
１３:３０～１６:３０

三木智有（NPO 法人 tadaima!
代表）

いまから始めるシニアライフプラン
～老後破産しないために～

杉山明（バームスコーポレ
ーション（有）代表）

【後期男女共同参画セミナー】
＜協働事業＞
あいち女性連携フォーラム公
開講座

中村メイコさんと神津カンナさんに、女性の生き方に
ついて話を聞いた。合わせて、ネパールチャリティーコ
ンサートを実施した。

日時

テーマ

講師

おやこ

中村メイコ（女優）
神津カンナ（作家・エッセ
イスト）

【第２部】
ヒマラヤの風ネパールチャリティーコンサート
HIMALAYAN BREEZE

チョウタリ

【第１部】
１１／２１（土）
１３:００～１５:００

対 象：男女
定 員：８００人
参加費：１，０００円

母娘対談「大切なことちょっと言わせて！」

知って安心！「ロコモ」と「介
護」の予防《２部制》

介護予防となるトレーニングや今からできる体力づ
くりをロコモアドバイスドクターから学び、介護経験
のある介護ジャーナリストから、ワーク介護バランス
や、前向きに介護に関わるための心得を学んだ。

対 象：男女
定 員：３０人
参加費：各部６００円（２
部通し受講の場合１，００
０円）

日時

テーマ

講師

１／３０（土)
１０：００～１５：３０

父と子のセミナー

日時
２／１３（土）
１４：００～１６：３０

【第１部】１０:００～１２:００
ロコモ予防で今から始める体力づくり

佐藤公治（医師、名古屋第
二赤十字病院副院長）

【第２部】１３:３０～１５:３０
ワーク介護バランスのヒント

小山朝子（介護ジャーナリ
スト、介護福祉士）

対 象：お父さんとお子さ
父親の子育て参加の促進を目的に、お父さんとお子さ
ん（小学生１人）のペア
んでペアになって、光に反応する電子装置目覚ましを
定 員：１２組
作った。ものづくりだけでなく様々な科学実験も行い、
参加費：１組１，５００円
子どもも楽しめる雰囲気のセミナーを実施した。
（材料費・保険料込み）
テーマ

講師

キッズサイエンス 光に反応する電子装置目覚ましを作
ろう！
～科学実験とワークショップ～

佐伯平二（愛知工業大学客
員教授）

働きたいママを応援します！
これからのワーキングマザー
《全２回》

ワーキングマザーを社会学的見地から検討するとと
もに、ワーク・ライフ・バランスを保ちながらワーキ
ングマザーとして活躍するヒントを学んだ。

対 象：ワーキングマザー
に関心のある方（男女問わ
ず）
定 員：３０人
参加費：各回６００円（２
回通し受講の場合１，００
０円）

日時

テーマ

講師

２／１４（日）
１３:３０～１５:３０

ワーキングマザー～社会学的にみる現在と将来～

千田有紀（武蔵大学社会学
部教授）

２／２０（土）
１３:３０～１５:３０

幸せなワーキングマザーになる！～クヨクヨしない自
分育て＆子育ての秘訣～

加倉井さおり（（株）ウェ
ルネスライフサポート研究
所 代表取締役、保健師）

＜協働事業＞
あいち女性連携フォーラム公
開講座
しなやかに、わたしらしく！
活躍する女性へ

女性がいきいきと活躍できる男女共同参画社会の必
要性を学び、身近な課題から、自分らしく生きるための
気づきを得るためのワークショップを開催した。

対 象：男女
定 員：８０人
参加費：５００円

日時

テーマ

講師

２／２７（土）
１４:３０～１６:３０

【第１部】基調講演
しなやかに、わたしらしく！活躍するために
【第２部】ワークショップ
一人ひとりが、わたしらしく！活躍できる社会にするた
めに ～わたしへの気づき・社会への気づき～

吉田あけみ（椙山女学園大
学教授）

男性セミナー

脳科学的な視点での香りの影響力や、嗅覚と脳の関係
性、自分に合った活用方法や、好きな香りを見つけて日
常生活に役立てる方法を学び、ルームコロンを制作し
た。

対 象：男性
定 員：２０人
参加費：１，０００円（別
途材料費１，５００円）

テーマ

講師

日時

３／５（土)
１３:３０～１５:３０

香りで男を上げる！アロマでやる気アップ＆ストレス
解消！

立野博一（心理・メンタル
に特化したアロマ・カウン
セラー、ライフ・コーチ）

いざという時のために！ パ
ート２
～助け合える地域づくりで命
を守る～

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：地域防災活動に関
心のある方（男女問わず）
定 員：３０人
参加費：１，０００円

日時

テーマ

講師

１０：００～１０：３０
避難所運営のお話

３／１３（日)
１０：００～１６：００

１０：３０～１２：００
男女共同参画の視点で考える地域防災
１３：００～１６：００
ワークショップ
1 多様な連携で効果的な被災者支援を
2 チェック！あなたの地域の防災体制、大丈夫？

岡田晴道（愛知県防災局災
害対策課課長補佐）
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）
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）

【女性の活躍促進事業（実行委員会事業）
】

企業の明日を担う女性のため
の女性管理職養成セミナー

日時

１

＜半日コース＞
（平日・名古屋会場）
10/8(木)、22 (木)、
11/12(木)、26(木)
13:10～16:50
※11/12 のみ 14:00～
17:40 分

２

＜半日コース＞
（土曜日・名古屋会場）
10/10(土)、24(土)、
11/14(土)、28(土)
13:10～16:50

３

＜１日コース＞
（平日・名古屋会場）
11/4(水)、18(水)、
12/2(水)、16(水)
9:20～16:40

管理職を目指したい、キャリアアップしたい女性を
対象に、女性だからこその強みを活かし、女性管理職
として期待されるビジネスセンスや実践力を身に付
けるためのセミナーを開催した。

対 象：県内の企業等で働
く女性中堅社員（企業等か
ら推薦を受けた方。既に管
理職に就任されている方は
参加できません。）
定 員：各コース２０人
受講料： 無料

テーマ

講師

①女性管理職というキャリアを考える
②効果的なリーダーシップ
③私の強みと課題を発掘する
④アサーティブ・コミュニケーション
⑤女性管理職としての品格マナｰ
⑥ロジカル・シンキングに挑戦
⑦アクションプランの作成
⑧部下のマネジメント
⑨アクションプランの発表

樋口貴子（ (株)キャリアデ
ザイン代表取締役）
正門律子（(株)クレース・
プランナーズ代表取締役）
三井裕美（(株)キャリアデ
ザイン主席研究員）
野呂康之（(株)山太一舎代
表取締役）

①期待される女性の活躍
②女性管理職というキャリアを考えるⅠ
③先輩女性管理職に学ぶ
④女性管理職というキャリアを考えるⅡ
⑤効果的なリーダーシップ
⑥アサーティブ・コミュニケーション
⑦女性管理職としての品格マナｰ
⑧ロジカル・シンキングに挑戦
⑨部下のマネジメント
⑩プレゼンの極意

中島美幸（愛知淑徳大学講
師）
樋口貴子（ (株)キャリアデ
ザイン代表取締役）
正門律子（(株)クレース・
プランナーズ代表取締役）
三井裕美（(株)キャリアデ
ザイン主席研究員）
野呂康之（(株)山太一舎代
表取締役）

４

＜１日コース＞
（平日・岡崎会場）
11/5(木)、19(木)、
12/3(木)、17(木)
9:20～16:40

⑪プレゼンの技法
⑫プレゼン大会

働く女性の交流ビュッフェ

管理職としての悩みを抱える女性、管理職となるこ
とを期待されている女性、キャリアアップしたい女性
を対象に、働く女性のキャリアアップや企業の枠を超
えたネットワークづくりのための交流ビュッフェを
開催した。

対 象： 県内の企業等で働
く女性社員
定 員：８０人
受講料： ３，０００円（飲
食代含む。)

テーマ

ゲストスピ－カ－

第１部 ミニセミナー
仕事も、育児も、介護も、人生味わい尽くして生きま
しょう！～「人を大切にする」人材マネジメント方針
を通して～

篠原宏美（トヨタファイナ
ンス株式会社 人事部人事
グループ主幹)

日時

１１／１２（木）
１８：３０～２０：３０

第２部 交流ビュッフェ
ゲストスピーカーを囲んでの懇親会

女性職員の育成方法や多様な
働き方を考える
男性管理職向けワークショッ
プ

職場で女性職員が意欲を持って働き続けるために
は、中間管理職の理解が重要な鍵を握っている。そこ
で、部下の意識を引き出すコミュニケーションや、男
性職員の意識改革、職場環境づくりなどについて、グ
ループワーク形式で学んだ。

対 象：愛知県内企業等の
男性管理職・人事担当者
定 員：各回３０人
受講料：無料

テーマ

ゲストスピ－カ－

日時

１

９/１１（金）
９:２０～１２:２０
岡崎会場

部下の意欲を引き出すコミュニケーション

樋口貴子（（株）キャリアデ
ザイン代表取締役)

２

９/１１（金）
１３:４０ ～１６:４０
岡崎会場

誰もが働きやすい組織デザインを考える

高重和枝（
（株）テラ・コー
ポレーション代表取締役、
埼玉県女性活躍推進アドバ
イザー）

３

９/１５（火）
１３ :４０～１６ :４０
岡崎会場

男性社員の意識改革と職場環境づくり

横井寿史（横井寿史社会保
険労務士事務所代表、ファ
ザーリングジャパン理事）

４

９/２９（火）
１３ :４０～１６ :４０
名古屋会場

誰もが働きやすい組織デザインを考える

高重和枝（
（株）テラ・コー
ポレーション代表取締役、
埼玉県女性活躍推進アドバ
イザー）

５

１０/７（水）
９:２０～１２ :２０
名古屋会場

部下の意欲を引き出すコミュニケーション

樋口貴子（（株）キャリアデ
ザイン代表取締役)

６

１０/７（水）
１３:４０～１６:４０
名古屋会場

男性社員の意識改革と職場環境づくり

横井寿史（横井寿史社会保
険労務士事務所代表、ファ
ザーリングジャパン理事）

【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。
日時・開催市町村

１

７/４（土）

尾張旭市

テーマ
キラリと輝くセカンドライフ

対 象：一般
受講料：無料
講師
森俊昭（団塊世代の会・大

～男性の地域デビュー～

垣副代表）

２

７/５（日）

瀬戸市

父子笑伝

～子育てパパの挑戦～

あらじん（ＮＰＯ法人パパ
ジャングル理事長）

３

１０/２４（土）

幸田町

～家族の笑顔のために～
幸せを引き寄せる！ハッピー家事講座

河合妙子（お片づけセラピ
スト）

４

１１/１０（火）

みよし市

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か～

杉本貴代栄（特定非営利活
動法人ウィメンズ・ボイス
理事長）

５

１１/２９（日）

小牧市

男の介護～そのとき、あわてないために！～

川崎澄雄（金城学院大学名
誉教授）

６

１２/５（土）

岡崎市

男女共同参画の視点に立った防災

萩原なつ子（立教大学教授）

７

１２/１２（土）

常滑市

子どもの未来のために、日本の食文化を見直そ
う！～魚離れしている現代の食卓～

神谷友成（中部水産（株）
取締役販売部長、おさかな
マイスター）

８

１/１６（土）

日進市

靴から、足から、健康促進！

橋本伸也（（上級）シュー・
フィッター）

９

１/３０（土）

長久手市

男・女「らしく」でなく「らく（楽）
」に生き
る
～多様性な性のあり方から考える～

風間孝（中京大学教授）

10

２/７（日）

安城市

夫婦げんかと DV の違いがわかりますか？

具ゆり（ウィメンズカウン
セリング名古屋 YWCA）

11

２/１４（日)

扶桑町

笑育

～子育てを楽しもう！！～

あらじん（ＮＰＯ法人パパ
ジャングル理事長、心理カ
ウンセラー）

12

２/２７（土）

弥富市

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）絢成 代表取
締役、骨盤美人整体師）

13

３/５（土）

知立市

サクセスフルエイジング
―年齢を重ねることに成功する―

伊東眞理子（同朋大学教授）

14

３/５（土）

南知多町

15

３/１２（土）

あま市

映画上映会
『日本一幸せな従業員をつくる！
～ホテルアソシアターミナルの挑戦～』
遺品整理の現場から学ぶ
～最期まで孤立しないために～

吉田太一（キーパーズ（有）
代表取締役）

【協働推進事業】
協働事業

対 象：一般
定 員：８０人
参加費：５００円

講演会
日時

５／２１（木）
１３：３０～１５：３０

内容
「国連を伝える仕事と女性の視点」
愛知県女性地域実践活動交流協議会

講師
根本かおる（国連広報セン
ター所長）

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
対

協働事業

セミナー＜３回コース＞

定 員：各開催日３０人（１
回だけの参加も可）
参加費：無料

日時

テーマ

講師

９／２５（金）、１０月９日
（金）、１０月２３日（金）

あなたのやりたいことをカタチにする！女性のた
めの創業支援塾

栗田康代（（株）Allied（ア
ライド）代表、中小企業基

１４：００～１６：００

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、あいち産業振興
機構

協働事業

対 象：一般
定 員：１５０人
参加費：５００円

セミナー
日時

盤整備機構 経営実務支援
アドバイザー）

テーマ

講師

これからの若者！～ひとりぼっちにしない知恵～
３／６（日）
１３：３０～１５：３０

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）

山田昌弘（中央大学教授）

【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：２３人
受講料：無料

テーマ

講師

日時

開講式・オリエンテーション・交流会

１

２

３

４

５

６

７

県行政「男女共同参画行政について」

水谷知加子(愛知県県民生
活部女性の活躍促進監)

政策・方針決定過程への女性の参画

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)

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)

ドメスティック・バイオレンス
―女性と子どもへの被害―

具ゆり(ウィメンズカウン
セリング名古屋ＹＷＣＡ)

女性と経済
－消費者から見た経済問題-

東珠実（椙山女学園大学教
授）

女性と雇用
-職場における女性活躍の現状と課題-

石田好江 (愛知淑徳大学教
授)

地域リーダーに求められるもの

毛受誉子（株式会社愛知教
育心理ラボ代表取締役）

男女共同参画統計データの活用
-各種統計の見方、活用の仕方など-

高橋由紀(国立女性教育会
館研究員)

男性にとっての男女共同参画

田村哲樹（名古屋大学
授）

研究レポート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)

地域福祉

後藤澄江(日本福祉大学教

５／２９(金)

６／２０（土）

７／４（土）

７／１８（土）

８／１（土）

１０／３（土）

１１／７（土）

-皆が安心して暮らせる環境の整備-

教

授)

８

９
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研究レポート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)

女性と防災

武田勝彦（
（公財）ケア・イ
ンターナショナルジャパン
事務局長）

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)

人材育成セミナー修了生の活動発表

近藤由美子、早川宣子、永
田みよ江

愛知県女性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)

１２／５（土）

１／２３（土）

３／１６（水）

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。

日時
１／２７（水）
１３：３０～１６：００

対 象：愛知県男女共同参
画人材育成事業修了者
受講者：８０人
受講料：無料

テーマ

講師

地域活動の活性化
～地域を支援する私自身がエンパワメント！～

村田尚生
（愛知学院大学総合政策学
部准教授）

イベント
【あいち国際女性映画祭２０１５】
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２０１５】
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
１１月２１日（土）
９：００～１６：３０

内容
２９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：５、発表会：４、その他：２１）

【情報ライブラリーフェスタ】
情報ライブラリーフェスタ
日程

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。
内容

１

６／１９（金）
～７／２４（金）

男女共同参画とは

２

１０／１（木）
～１１／２２（日）

あいちで輝く★わたしたち

【テーマ展示】
テーマ展示

時宜を得たテーマを設定し、図書等を展示。
日程

内容

１

４／２１（火）
～６／１９（金）

乗り物に恋して

２

６／２１（日）
～７／３１（金）

女子×ＭＡＧＡＺＩＮＥ～雑誌のいまむかし～

３

８／１（土）
～９／３０（水）

戦後七十年

４

１０／２３（金）
～１２／１０（木）

生誕１２０年

５

１２／１１（金）
～２／２０（土）

発表します！私のイチ推し！

６

２／２１（日）
～３／３１（木）

病気を治療しながら仕事を続ける

女性と子ども

戦争を考える

闘う主婦“奥むめお”と消費者運動
情報ライブラリーの本・ＤＶＤ

【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関連機関の協力を得て収集し、
関連図書等の展示や新聞クリッピング、ちらし、リーフレットを提供。

日程

内容

１

４／２２（水）
～７／１６（木）

仕事に就く、起業するには？

２

７／１７（金）
～１０／２９（木）

定年後の暮らしを考える～充実したシニアライフを送るには？～

３

１０／３０（金）
～１／１６（土）

身近な人の暴力に悩んでいませんか？

４

１／１７（日）
～３／３１（木）

備えあれば憂いなし。～災害対策していますか？～

【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活動を行う団体に、自らの活動・研究の成果や課題をＰＲする
パネル展を行う場を提供。情報交換や交流を促進し、ウィルあいちを拠点に活動する
団体を支援。

日程

内容

１

４／９（木）
～４／３０（木）

面会交流～面会交流は親と子をつなぐ絆～/（公社）家庭問題情報センター（ＦＰＩＣ）
名古屋ファミリー相談室

２

５／１２（火）
～５／２９（金）

女性の人生スゴロク～女性の貧困を考える～/地域開発みちの会

３

２／４（木）
～２／２８（日）

あいち女性面白マップ

４

３／３（木）
～３／２３（水）

震災から５年

2015/ウィル２１フォーラム

愛知県の被災者の姿/愛知県被災者支援センター

【パネル展示】
パネル展示

「女性に対する暴力をなくす運動」及び「人権週間」にちなんで、パネルと関連図書

等を展示。
日程

内容

１

１１／１（日）
～１１／２９（日）

知ってほしい、DV のこと

２

１２／２（水）
～１２／２７（日）

セクシャル・ハラスメントと女性の人権

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】
対 象： 一般
定員：３０人
受講料：無料

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。

日時

テーマ

講師

今こそ知っておきたい！中東・イスラーム入門～グロー
バル化を生きる必須教養～

中西久枝（同志社大学グロ
ーバル・スタディーズ研究
科教授）

１０／２５（日）
１３：３０～１５：００

【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。

日時

内容

９／１６（水）
～１０／３０（金）

めざせ！！ライブラリーの達人

