
●終了した講座・イベント（平成２９年度） 

 

講座、セミナー 

 

【前期男女共同参画セミナー】 

見直そう！「時間」の使い方
～充実したワーク・ライフ・
バランスに向けて～ 

毎日の仕事や家事でもっと能率を上げたい、無駄な
時間をなくしたい、時間を効率的に使いたいなど、充
実したワーク・ライフ・バランスを目指す方を対象に、
時間の効率的な使い方、またその効果を学んだ。 

対 象：男女 
定 員：３０人 
受講料：各回６００円（２回
通し受講の場合１，０００円） 

日時 テーマ 講師 

６／２４（土） 
１４:００～１６:００ 

見直そう！仕事と家庭とあなたの時間 
菅田芳恵（グッドライフ設計
塾代表） 

７／１（土） 

１４:００～１６:００ 
実践！すぐ使える「行動管理」～効率 UP のコツ～ 

若林雅樹（株式会社プロスタ
ンダード代表取締役社長） 

 

おとなの発達障がい～理解と
支援の第一歩～ 

見えにくくわかりにくい「発達障がい」をテーマに、
発達障がいの方へ支援を行っている２名の講師を迎
え、発達障がいへの基本的な知識と、周りに求められ
る支援や配慮について学んだ。 

対 象：男女 
定 員：３０人 
受講料：各回６００円（２回
通し受講の場合１，０００円） 

日時 テーマ 講師 

７／２２（土） 
１４:００～１６:００ 

おとなの発達障がいって何？ 
あいち発達障害者支援センタ
ー職員 

７／２９（土） 

１４:００～１６:００ 
発達障がいの人が活躍するためには 

石井京子（一般社団法人日本
雇用環境整備機構理事長） 

 

怒りの感情をコントロールし
て上手に思いを伝えるために 
～より良い人間関係を築くた
めのスキルアップ講座～ 

イライラや怒りの感情をコントロールし、客観的に
見る力や、相手を尊重した伝え方についてお話しいた
だき、価値観の違いを認め、より良い人間関係を構築
していくためのスキルを学んだ。 

対 象：男女 
定 員：３０人 
受講料：２，０００円 

日時 テーマ 講師 

８／６（日） 
１０:３０～１２:３０ 
１３:３０～１５:３０ 

「怒り」をコントロールする！ アンガーマネジメント 

寺田陽子（ワンネスサポート
代表） 

伝え上手になる！ アサーション・トレーニング 

 

【後期男女共同参画セミナー】 

 

 

＜協働事業＞ 
公開講座/あいち女性連携フ
ォーラム事業 

声楽家のコロンえりか氏をお迎えして、チャリティ
ーコンサートと、子どもの頃の震災・いじめ経験と現
在の活動から、個性と能力を発揮できる男女共同参画
社会について考える講演を実施した。 

対 象：男女 
定 員：８００人 
参加費：１，０００円 

日時 テーマ 講師 

１１／１８（土） 
１３:００～１５:００ 

コロンえりか わたしが歩いてきた道 

～「被爆のマリア」を歌う～" 

コロンえりか（声楽家、駐日
ベネズエラ大使夫人） 



 

 

 

  

親子セミナー 

親子の接する時間が少なくなっている中、お互いの
似顔絵を描く親子のペアワークを通して、似顔絵のコ
ツを学ぶとともに、親子の絆を深めるセミナーを開催
した。 

対 象：小学生のお子さんと
その保護者（２人１組）  
定 員：１５組 
参加費：１組１，０００円 

（別途教材費５００円） 

日時 テーマ 講師 

２／１７（土） 
１４:００～１６:００ 

親子で学ぶ似顔絵教室 ～「観察力」と「創造力」を
高め、笑顔の交換～ 

金井香澄（アトリエ・ソラー
レ代表） 

地域における“支え合い” ～
今、わたしにできること～ 

定年退職後の地域活動について、シニアライフアド
バイザーから「地域デビュー」のノウハウを学んだ。
また、 地域で支え合う NPO 活動をしている講師から、
その長年の活動について学んだ。 

対 象：男女 
定 員：３０人 
参加費：各回６００円（２回
通し受講の場合１，０００円） 

日時 テーマ 講師 

２／１８（日） 
１４:００～１６:００ 

定年後の地域デビュー 
松本すみ子（シニアライフア
ドバイザー） 

２／２５（日） 
１４:００～１６:００ 

今求められている地域での助け合い、支え合い 
稲葉ゆり子（NPO 法人たすけ
あい遠州 代表理事） 

どう乗り切る？「大介護時代」 
誰しも直面する可能性がある介護問題について、先

の読めない不安や介護ストレスへの対処法といった、
介護と向きあうためのヒントを学んだ。 

対 象：男女 
定 員：３０人 
参加費：各回６００円（２回
通し受講の場合１，０００円） 

日時 テーマ 講師 

２／２４（土） 
１０:３０～１２:３０ 
１４:００～１６:００ 

介護のある暮らし～男性介護者から学ぶ～ 
津止正敏（立命館大学産業社
会学部教授） 

がんばらない介護 
橋中今日子（介護者メンタル
ケア協会代表） 

あなたの“なんとなく不調”
はどこから？ 

病気ではないがなんとなく感じる身体の不調につい
て、女性ホルモンの影響と天気痛の２つを取りあげ、
不調の原因とその対処法について学ぶセミナーを開催
した。 

対 象：女性 
定 員：３０人 
参加費：各回６００円（２回
通し受講の場合１，０００円） 

日時 テーマ 講師 

３／４（日） 
１４:００～１６:００ 

女性ホルモンを読み解く 
宮原富士子（NPO 法人 HAP 理
事長） 

３／１０（土） 
１４:００～１６:００ 

もしかして“天気痛”？ 
佐藤純（愛知医科大学学際的
痛みセンター客員教授） 



 

 

【女性の活躍促進事業（実行委員会事業）】 

女性管理職養成セミナー 

管理職を目指したい、キャリアアップをしたい女
性を対象に、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とともに、受講者同士
の交流を通じて多様な価値観を学ぶためのセミナー
を開催した。 

対 象：県内の企業等で働く
女性中堅職員（組織から推薦
を受けた方。既に管理職とし
て従事されている方は対象
外） 
定 員：各コース２０人 
受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

１ 

＜半日コース＞ 
（金曜コース・名古屋会場） 
10/27(金)、11/24(金)、
12/15(金)、1/19(金) 
13:20～16:50 

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 

③効果的なリーダーシップ  

④アクションプランの作成 

⑤部下のマネジメント 

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アクションプラン発表会 

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） 

横井寿史（横井寿史社会保険

労務士事務所代表） 

三井裕美（(株)キャリアデザ

イン主席研究員） 

正門律子（(株)クレース・プ

ランナーズ代表取締役） 
２ 

＜半日コース＞ 
（土曜コース・名古屋会場） 
10/28(土)、11/25(土)、
12/16(土)、1/20(土) 
13:20～16:50 

３ 

＜１日コース＞ 
（平日コース・名古屋会場） 
10/26(木)、11/15(水)、
12/6(水)、1/11(木) 
9:20～16:50 

①期待される女性の活躍 

②先輩女性管理職に学ぶ 

③女性管理職というキャリアを考える 

④効果的なリーダーシップ 

⑤女性管理職としての品格マナー 

⑥アサーティブ・コミュニケーション 

⑦ロジカル・シンキングに挑戦 

⑧部下のマネジメント 

⑨プレゼンの極意 

⑩プレゼンの技法 

⑪プレゼン大会 

⑫総括 

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） 

横井寿史（横井寿史社会保険

労務士事務所代表） 
４ 

＜１日コース＞ 
（平日コース・岡崎会場） 
11/1(水)、11/22(水)、
12/13(水)、1/18(木) 
9:20～16:50 

今から考える身の回りのこ
と、お金のこと 

 モノと気持ちを整理する生前整理と今後の資金対策
を学び、当たり前に過ごしている現在の生活習慣を見
直すことで、今後の人生を安心・快適にするヒントを
学んだ。 

対 象：男女 
定 員：３０人 
参加費：各回６００円（２回
通し受講の場合１，０００円） 

日時 テーマ 講師 

３／４（日） 
１４:００～１６:００ 

定年を見据え、将来に備える資金対策 
廣江淳哉（ひろえ FP 社労士事
務所代表） 

３／１１（日） 
１４:００～１６:００ 

今こそ!あなた自身の生前整理を 
大津たまみ（一般社団法人生
前整理普及協会代表理事） 

＜協働事業＞ 
公開講座/あいち女性連携フ
ォーラム事業 

真のワーク・ライフ・バランスについて、日本経済
新聞社で編集委員を務め、男性初の女性面編集長も務
めた石塚由紀夫氏を講師に迎え、講演を開催した 

対 象：男女 
定 員：１００人 
参加費：６００円 

日時 テーマ 講師 

３／９（金） 
１４:３０～１６:３０ 

ワーク・ライフ・バランス再考 ～働きがいを実現す
る職場とは～ 

石塚由紀夫（日本経済新聞社
編集委員） 



女性管理職の交流カフェ 

自分らしく働き続けたい、異業種の方と交流した
い、管理職としての体験や悩みを共有したいなどの
思いを持つ女性管理職を対象に、企業の枠を超えた
働く女性のネットワークづくりのための交流カフェ
を開催した。 

対 象： 県内企業等で働く女
性管理職 
定 員：３０人 
受講料：３，０００円（飲食
代含む)  

日時 テーマ 講師 

１２／１（金） 
１６:００～１９:００ 

第１部 ミニセミナー＆ワークショップ 

もっと私らしく管理職として活躍したい！ 

～今の不満やこの先の不安を解消するヒントをつか

む～ 

樋口貴子（(株)キャリアデザ

イン代表取締役） 

第２部 交流カフェ 

講師を交えての懇親会 
 

 

男性管理職向けワークショッ
プ 

女性が職場において意欲を持って働き続けるため
には、職場の男性の理解が不可欠です。業務のマネジ
メントや人材育成に重要な役割を担っている男性管
理職を対象に、女性活躍推進に向けた意識改革や女性
も男性も働きやすい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：愛知県内企業等で働
く男性管理職・人事担当者 
定 員：各回３０人 
受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

１ 
１０／２０（金） 
１３:４０ ～１６:４０ 
名古屋会場 

女性活躍時代における管理職とは！？ 
横井寿史（横井寿史社会保険

労務士事務所代表） 

２ 
１１／８（水） 
９:２０ ～１２:２０ 
岡崎会場 

管理職のための仕事と介護の両立支援 

／介護離職ゼロを目指す職場マネジメント 

吉岡規子（Bee パートナーズ

社労士事務所代表) 

３ 
１１／８（水） 
１３:４０～１６:４０  
岡崎会場 

女性が働き続けられる職場を目指して 

～「ハラスメント」をつい企業文化にしていませんか

～ 

市川麻波（office aim 代表） 

４ 
１１／１０（金） 
９:２０～１２:２０ 
名古屋会場 

あるあるハラスメント 

～あなたの会社「昭和」のままになっていませんか～ 
市川麻波（office aim 代表） 

５ 
１１／１０（金） 
１３:４０～１６:４０ 
名古屋会場 

ライフイベントとの両立を可能にする女性活躍推進

のあり方 

山口理栄（育休後コンサルタ

ント®） 

６ 
１１／２９（水） 
１３:４０～１６:４０ 
豊橋会場 

女性活躍時代における管理職とは！？ 
横井寿史（横井寿史社会保険

労務士事務所代表） 

 

  



【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 ７／１（土） 
10:00～12:00 

瀬戸市 夫婦で学ぶ 子育て世代のマネープラン 廣江淳哉（社会保険労務士） 

２ ７／１９（水） 
10:00～12:00 

大府市 男女共同参画を経済学で見てみる 
水落正明（南山大学総合政策
学部教授） 

３ 
１０／３（火） 
9:30～11:30 

設楽町 やりたいこと・できること縁結び 
稲葉久之（愛知淑徳大学非常
勤講師） 

４ １０／１４（土） 
14:00～16:00 

豊明市 
紫式部と与謝野晶子からのメッセージ 
～妻・母・女として～ 

中島美幸（愛知淑徳大学講
師） 

５ １０／２８（土） 
13:30～15:30 

幸田町 
男性の家事へのさんかく 
～主夫になってはじめてわかった主婦のこと～ 

中村シュフ（主夫芸人） 

６ １１／１１（土） 
10:30～12:00 

豊田市 
夫婦げんかとＤＶの違いがわかりますか？ 
～子どもへの影響を考える～ 

具ゆり（ウィメンズカウンセ
リング名古屋 YWCA フェミニ
ストカウンセラー） 

７ １２／２（土） 
13:30～15:30 

常滑市 
自分らしさを大切に 
～意外と気づかない子育ての中のジェンダー～ 

藤原直子（椙山女学園大学人
間関係学部教授） 

８ １２／１６（土） 
14:30～16:00 

西尾市 
ＬＧＢＴってなんだろう？ 
～多様性を大切にする社会に～ 

松尾かずな（名古屋大学医学
部付属病院医師） 

９ 
１／１４（日） 
10:00～12:00 

岩倉市 
私らしく輝くために 
～母として、働く女性として～ 

堀江美穂（ZIP-FM ミュージッ
クナビゲーター） 

10 １／２７（土） 
13:30～15:30 

扶桑町 
想いを伝えるということ 
～大人たちから子どもたちへ～ 

堀江美穂（ZIP-FM ミュージッ
クナビゲーター） 

11 
２／１７（土) 
13:30～15:30 

弥富市 
怒りと上手く付き合いたい！！ 
～怒りをコントロールする！アンガーマネジメ
ント 

寺田陽子（ワンネスサポート
代表） 

12 ２／２７（火） 
14:00～16:00 

知立市 
怒りをコントロールする！アンガーマネジメン
ト 
～より良い人間関係を築くために～ 

寺田陽子（ワンネスサポート
代表） 

13 ３／３（土） 
13:30～15:30 

一宮市 
人生の時間割 
～「自分」を自分らしく、生きる！～ 

伊藤静香（NPO 法人参画プラ
ネット常任理事、名古屋短期
大学非常勤講師） 

14 ３／１０（土） 
13:30～15:30 

あま市 私の歩んだ道から子どもの貧困問題を考える 
草野吉夫（東北福祉大学教
授） 

 

  



【協働推進事業】 

講演会 
対 象：男女 
定 員：８０人 
参加費：６００円 

日時 テーマ・協働団体 講師 

５／１７（水） 
１３:３０～１５:３０ 

「人生１００年時代」の女と男 
～男女共同参画の歩みとこれから～ 
 
愛知県女性地域実践活動交流協議会 

中島美幸（愛知淑徳大学講
師） 

 

セミナー 

対 象：創業後間もない女
性（創業後３年程度） 
定 員：２０人 
参加費：無料 

日時 テーマ 講師 

１０月３日（火） 
１３:３０～１６:３０ 

女性のための創業支援塾 2017 
-アナタらしくビジネスを続けるために- 
第 1 部 事業継続・成長のための営業戦略・人脈
構築術 
第 2部 弁護士・会計士・税理士への賢い相談 
第 3部 フランク交流会 
 
日本政策金融公庫名古屋創業支援センター、 
あいち産業振興機構 

伊藤麻美（NPO 法人ビタショ
コ理事長、社会保険労務士） 
中根志保（からふる女性応援
士隊、弁護士） 
伊藤歩（からふる女性応援士
隊、公認会計士） 
川村美香（からふる女性応援
士隊、税理士） 

 

 

【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：２４人 
受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

１ ５／２６(金) 

開講式・オリエンテーション・交流会  

愛知県の男女共同参画行政について 
奥澤誠子（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） 

２ ６／１７（土） 

地域福祉と男女共同参画 後藤澄江（日本福祉大学教授） 

研究レポートの作成に向けて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） 

地域で役立つコミュニケーション術 
毛受誉子（株式会社愛知心理

教育ラボ代表取締役） 

セミナー 
対 象：男女 
定 員：１００人 
参加費：６００円 

日時 テーマ ゲスト 

１／２０（土） 
１３:３０～１５:３０ 

ココロはいつもわはは色 ～あなたにおくる逆境のス
スメ～ 
 
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） 

内藤洋子（エッセイスト） 



３ ７／１（土） 

ＤＶと女性の貧困を考える 桑島薫（名城大学准教授） 

女性の雇用と活躍促進 
山口佐和子（愛知県立大学非

常勤講師） 

４ ７／１５（土） 

消費者市民社会をつくる『エシカル消費』 東珠実（椙山女学園大学教授） 

研究レポートの作成に向けて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） 

５ ８／５（土） 男女共同参画統計データの活用法 
高橋由紀（国立女性教育会館

研究員） 

６ ９／３０（土） 

男女共同参画と防災 

武田勝彦（(公財)チャイル

ド・ファンド・ジャパン事務

局長） 

研究レポートの作成に向けて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 １１／４（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） 

研究レポートの作成に向けて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） 

８ ３／１４（水） 

人材育成セミナー報告会・修了式  

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） 

 

【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：愛知県男女共同参画
人材育成事業修了者 
定 員：８０人 
受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

２／１（木） 
１４:００～１６:００ 

地域で役立つコミュニケーション術 
毛受誉子（株式会社愛知心理
教育ラボ代表取締役） 

 

 

イベント 

 

【あいち国際女性映画祭２０１７】 

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２０１７】 

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 

１１／１８（土） 
９:００～１６:３０ 

２１団体による講座・講習会、発表会等を実施。 
（講座・講習会：５、発表会：４、その他：１２） 

 



 

【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。 

期間 テーマ 

１ 
６／１７（土） 

～７／１６（日） 
ＬＧＢＴの基礎知識 

２ 
１０／４（水） 

～１０／３１（火） 
働き方改革でどうなる？？ 

 

 

【テーマ展示】 

時宜を得たテーマを設定し、図書等を展示。 

期間 テーマ 

１ 
４／２２（土） 

～６／２４（土） 
ワタシが輝く★ウーマノミクス 

２ 
６／２５（日） 

～８／２０（日） 
この本読んで！～あなたに読んでもらいたい１冊～ 

３ 
８／２２（火） 

～１０／１４（土） 
発達障害を理解、支援する 

４ 
１０／１５（日） 

～１２／１３（水） 
男でもできる？男だからできる！そんな子育てもあるんじゃない！？ 

５ 
１２／１４（木） 
～２／２１（水） 

笑う門には福来る？ユウウツな気分を吹き飛ばせ！ 

６ 
２／２２（木） 

～３／３１（土） 
悩んでいませんか？性のこと 

 

【協働事業（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。 

期間 テーマ／協働団体 

１ 
５／１１（木） 

～５／２５（木） 
面会交流 パパもママも大好きな子どもの気持ちをわかって／名古屋ファミリー相談室
（ＦＰＩＣ）面会交流部 

２ 
７／２０（木） 
～８／３（木） 

健康であること、幸福であること、そのための看護。／公益社団法人愛知県看護協会 

３ 
７／２０（木） 
～８／３（木） 

安城市・共につくる男女共同参画社会／さんかく２１・安城 

４ 
８／１０（木） 

～８／３１（木） 
いま求められる仕事と治療の両立／一般社団法人仕事と治療の両立支援ネット-ブリッ
ジ 

５ 
１／１１（木） 

～１／２３（木） 
愛知県女性薬剤師会活動報告／一般社団法人愛知県女性薬剤師会 

６ 
２／１（木） 

～２／１５（木） 
あいち女性面白マップ 2017／ウィル２１フォーラム 

７ 
３／１（木） 

～３／１５（木） 
東日本大震災による愛知県への避難者の動向／愛知県被災者支援センター 

 

 

 

 



【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。 

期間 テーマ 

１ 
１１／１（水） 

～１１／３０（木） 
「女性に対する暴力をなくす運動」パネル展～知ってほしいＤＶのこと～ 

２ 
１２／３（日） 

～１２／２４（日） 
「人権週間」パネル展～あいちの人権啓発～ 

 

指定管理者コングレ・愛知グループ自主事業 

【女性の活躍支援コーナー】 

女性活躍の妨げとなっている課題の解決に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。 

期間 テーマ+ 

１ 
４／２３（日） 
～７／５（水） 

女子だって！理系でＧＯ！ 

２ 
７／６（木） 

～１０／１９（木） 
働き続ける ～妊娠・出産・子育てで辞めないために～ 

３ 
１０／２０（金） 

～１２／２８（木） 
ＤＶに気づく、ＤＶから身を守る 

４ 
１／４（木） 

～３／３１（土） 
ひとり親に対する支援があります 

 

【ライブラリーde ビンゴ】 

ビンゴカードを配布し、貸出に応じてシールを貼って特典を進呈。親子で参加できるイベントで若年層の利用を促進す

る。 

期間 内容 

９／１３（火） 
～１１／３０（木） 

ライブラリーde ビンゴ 

 


