
●終了した講座・イベント（平成２１年度） 

 

 

講座、セミナー 

 

【春の男女共同参画セミナー】 

音楽史を彩る女性たち 
 音楽史にうもれがちだった女性音楽家たちから、クラ
ラ・シューマン、幸田延と安藤幸を取り上げる。 

対 象：一般 
定 員：４０人 
参加者：１７人（応募２５人）
受講料：１，０００円 

日時 テーマ 講師 

１ 
６／２１（日） 
１３：３０～１６：００ 

音楽史を彩る女性たち（１）～クララ・シューマンを中心
に～ 

２ 
６／２８（日） 
１３：３０～１６：００ 

音楽史を彩る女性たち（２）～洋楽黎明期をささえた幸田
姉妹～ 

萩谷由喜子（音楽ジャーナリ
スト・評論家） 

 

戦国時代の歴史をつくっ
た女性たち 

愛知県ゆかりの武将、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康。彼
らをささえながらみずからも主体的に生きた女性たちにス
ポットをあて、愛知県の歴史を、女性たちの視点から見直す。

対 象：一般 
定 員：４０人 
参加者：５０人（応募５５人）
受講料：１，０００円 

日時 テーマ 講師 

１ 
６／２（火） 
１３：３０～１５：３０ 

織田信長をめぐる女性たち 
～お市の方、鷺山殿、徳姫など～ 

２ 
６／９（火） 
１３：３０～１５：３０ 

豊臣秀吉をめぐる女性たち 
～北政所、淀殿、松の丸殿など～ 

３ 
６／１６（火） 
１３：３０～１５：３０ 

徳川家康をめぐる女性たち 
～於大の方、築山殿、旭姫など～ 

播磨良紀（四日市大学教授）

 

キャリアアップセミナー 
ロジカルシリーズ第２弾！
入門編ロジカル・ライティ
ング 

自分の考えを相手に正確にスピーディにわかってもらえ
るように、相手に伝えたい内容を論理的に整理し、説得力が
あり、わかりやすい文書を書く「ロジカルライティング」の
基本技術を学ぶ。 

対 象：一般 
定 員：５０人 
参加者：４５人（応募１０４
人） 
受講料：３，０００円 

日時 テーマ 講師 

１ 
７／４（土） 
１０：００～１６：３０ 

入門編ロジカル・ライティング １ 
－伝える内容を整理し、組み立てる－ 

２ 
７／１１（土） 
１０：００～１６：３０ 

入門編ロジカル・ライティング ２ 
－相手にとって分かりやすく表現する－ 

照屋華子（コミュニケーショ
ン・スペシャリスト） 

 

公開講座 
日本ではまだまだ数が少ない理工系分野で活躍する

講師から、宇宙への夢を実現させた道のりを聞く。 

対 象：一般 
定 員：１００人 
参加者：７２人（応募９１人） 
受講料：５００円 

日時 テーマ 講師 

５／３１（日） 
１３：３０～１５：００ 

宇宙へ飛び立つ、地上からのサポート 
－女性が活躍する新しい分野－ 

松浦真弓（宇宙航空研究開発機構
（ＪＡＸＡ）有人宇宙環境利用ミッ
ション本部ＪＥＭ運用プロジェク
トチームフライトディレクタ） 

 

【冬の男女共同参画セミナー】 

今どきの結婚事情 晩婚
化、未婚化はなぜ？ 

若者の結婚観や婚活現場から見た若者の素顔に迫り、
結婚事情がどのように変化してきているのかについて理
解を深める。 

対 象：一般 
定 員：４０人 
参加者：５８人（応募６６人） 
受講料：１，０００円 

日時 テーマ 講師 



１ 
１／３０（土） 
１３：３０～１５：３０ 

なぜ若者は結婚しないのか 
板本洋子(日本青年館結婚相談所
専門相談員) 

２ 
２／７（日） 
１３：３０～１５：３０ 

婚活現場から見た若者像 
影澤沙恵(株式会社ツヴァイ チ
ーフアドヴァイザー) 

 

公開講座 
晩婚化、未婚化が進む中で、若者たちは結婚について

どう考えているのか。現在の結婚問題に精通する結婚相
談のプロフェッショナルに、若者の結婚観について聞く。

対 象：一般 
定 員：８０人 
参加者：１０６人（応募１２３人）
受講料：５００円 

日時 テーマ 講師 

１／３０（土） 
１３：３０～１５：３０ 

なぜ若者は結婚しないのか 
板本洋子(日本青年館結婚相談所
専門相談員) 

 

心と体を癒す自己ヒ
ーリング 

「癒す」をテーマに、自分でできるストレス対策や「香
り」、「薬膳」、「睡眠」に関わるヒーリングテクニックの
活用方法について学ぶ。 

対 象：一般 
定 員：４０人 
参加者：４９人（応募９８人）
受講料：２，０００円 

日時 テーマ 講師 

１ 
２／２１（日） 
１０：００～１２：００ 

ストレスとつきあう～自分らしく生きるために～ 
石田ユミ(財団法人あいち男
女共同参画財団チーフ相談
員) 

２ 
２／２７（土） 
１３：３０～１５：３０ 

心と身体を癒す植物の香り、生命の深呼吸 

萩尾エリ子(ナード・アロマテ
ラピー協会認定アロマ・トレ
ーナー、蓼科ハーバルノー
ト・ハーバリスト) 

３ 
３／７（日） 
１０：００～１２：００ 

薬膳で心と体を癒す 

吉沢佳七子(ＮＰＯ法人ウー
マンリビングサポート理事
長、ココカラウィメンズクリ
ニック院長) 

４ 
３／１４（日） 
１０：００～１２：００ 

睡眠で心と身体を癒す 
鈴木大次郎(みゆきクリニッ
ク院長) 

 

ロジカル・プレゼンテーシ
ョン 
～相手の「なるほど納得！」
を引き出す考え方、伝え方
～ 

自分の考えを客観的、体系的にまとめて、相手にわかり
やすく伝える「ロジカル・シンキング」のスキルを生かし
て、相手の納得を引き出し、行動を促すプレゼンテーショ
ンを学ぶ。 

対 象：職場やグループ活動
のなかで、提案や報告をする
機会が多い、または今後必要
とする人 
定 員：５０人 
参加者：５２人（応募１１６
人） 
受講料：３，０００円 

日時 テーマ 講師 

１ 
２／２７（土） 
１０：００～１６：３０ 

２ 
３／７（日） 
１０：００～１６：３０ 

ロジカル・シンキングスキルを生かしたプレゼンテーショ
ン 
講義と演習 

内田友美(株式会社ＨＲイン
スティテュート取締役チーフ
コンサルタント) 

 

公開講座 
食べることの大切さや楽しさ、「食｣の重要性について

考える。 

対 象：一般 
定 員：１２０人 
参加者：１８８人（応募２５０人）
受講料：５００円 

日時 テーマ 講師 

２／２１（日） 
１３：３０～１５：３０ 

三國清三シェフに「食」を学ぶ 
三國清三(「オテル・ドゥ・ミク
ニ」オーナーシェフ) 

 

【地域の課題解決研究セミナー】 

まちづくりファシリテー 
ターに挑戦 

地域のまちづくりをすすめるのに有効なファシリテーシ
ョンの技術と能力を身に付け、地域を活かす人になるため
の体験的講座。 

対 象：まちづくり、コミュニ
ティ、男女共同参画、ＮＰＯ等
の活動に関心のある人 



定 員：２０人 
参加者：１９人（応募２３人）
受講料：２，５００円 

日時 テーマ 講師 

１ 
１２／４（金） 
１３：３０～１６：３０ 

「まとめる」 
・まちづくりにおけるワークショップの意義とファシリテ
ーターの役割 
・ワークショップにおける様々な手法 

三矢勝司(ＮＰＯ法人岡崎まち
育てセンター・りた事務局長) 

２ 
１２／１１（金） 
１３：３０～１６：３０ 

「組み立てる」 
・女も男も参加するまちづくりワークショップの組み立て
方 
・ワークショップの設計 

３ 
１２／１７（木） 
１３：３０～１６：３０ 

「やってみる」 
・設計したワークショップの実施、運営上の工夫 
・参加者交流茶話会 

三矢勝司(ＮＰＯ法人岡崎まち
育てセンター・りた事務局長)、
金田文子((財)あいち男女共同
参画財団専門官) 

 

【ウーマンネットワーク支援事業】 

ウーマンネットワーク支
援事業 

働く女性が、異業種間の交流を行い、毎回招くゲストの
トークを楽しみながら視野を広げ、仕事や生き方の向上を
目指し、活力を培う。 

対 象：女性 
定 員：各回５０人 
参加者：１８２人（応募３１１
人） 
参加費：１回１，５００円 

日時 テーマ 講師 

１ 
６／７（日） 
１３：３０～１６：３０ 

自分らしい「声の磨き方」 
～アレクサンダー・テクニーク入門 

小松好美(アレクサンダー・テク
ニーク教師) 

２ 
６／２７（土） 
１３：３０～１６：３０ 

食とお酒でつなぐ人の縁 
～共食縁のススメ～ 

葉石かおり(エッセイスト、きき
酒師) 

３ 
２／２８（日） 
１３：３０～１６：３０ 

人気ラジオパーソナリティーに学ぶ！！ 
「自分」と「想い」の伝え方 

堀江美穂(ＺＩＰ-ＦＭミュージ
ック・ナビゲーター) 

４ 
３／６（土） 
１３：３０～１６：３０ 

人と社会をＡｒｔでつなぐ。 
～アートの力でみんなを元気にする方法～ 

林容子(NPO 法人アーツアライブ
常務理事) 

 

【女性のグループリーダー研修】 

グループを育てる！ 
～リーダーの役割とコー
チング・スキル～ 

リーダーの役割と、信頼関係の構築方法、傾聴スキル、承
認スキル、効果的な質問の方法など、ともに成長するための
コーチング・スキルをワークショップ形式で学ぶ。 

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 
参加者：４０人（応募３５人）
受講料：１人３，５００円 

日時 テーマ 講師 

１ 
２／７（日） 
１３：３０～１６：３０ 

グループ運営のためのコーチング・スキル 
松本昌子(株式会社エ・ム・ズ
コーチング・ファシリテータ
ー) 

２ 
２／１３（土） 
１０：３０～１６：３０ 

グループ運営のためのコーチング・スキル 
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) 

３ 
２／２０（土） 
１０：３０～１６：３０ 

コーチング・スキルを活かしたチームビルディング 
秋田稲美(株式会社エ・ム・ズ
代表取締役社長) 

 

【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
る。 

対 象：一般 
受講料：無料 
参加者：８１８人 

日時・開催市町村 テーマ 講師 

１ ６／２８（金） 半田市
パネルディスカッション～男女共同参画のい
ま・これから～ 

パネリスト 片山澄子(半田女性活
動連絡協議会初代会長)、加藤美幸
(半田女性活動連絡協議会会長)、鈴
木尚美(知多信用金庫駅前支店)、坂



敬裕(半田青年会議所) 
コーディネーター 中島美幸(愛知
淑徳大学) 

２ ７／２５（土） 尾張旭市
小説の中の格差社会～小説に見る働く人々 そ
して働き方～ 

山下智恵子(作家) 

３ ９／２７（日） 日進市
篤姫にみる女性の生き方～激動の時代を乗り切
るために～ 

石月静江(桜花学園大学教授) 

４ １０／２４（土） 東浦町 オペラでつづる男女共同参画と法律 大塚錥子(弁護士) 

５ １０／３１（土） 刈谷市
隣の国の女性たち～アジア諸国の男女共同参画
～ 

山根真理(愛知教育大学教授) 

６ １１／１５（日） 豊川市
「なぜ男女共同参画が必要なのか？」～私が変え
る私の人生～ 

杉本貴代栄(金城学院大学教授) 

７ １１／２１（土） 飛島村 みんなが主役～ともに支えあうむらづくり～ 
松下典子(NPO 法人地域福祉サポー
トちた代表理事) 

８ １２／１５（火） 豊明市
コミュニケーションスキルを高めよう！ 
～私らしく話そう、伝えよう～ 

具ゆり(ウィメンズカウンセリング
名古屋 YWCA) 

９ ２／６（土） 安城市 女と男～ともに築く「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) 

10 ２／１２（金） 知立市
コミュニケーション活用術～家庭・地域・職場で
～ 

平野美保(ひらきプランニング(株)
取締役) 

11 ２／１３（土） 阿久比町 オペラでつづる法律のお話 大塚錥子(弁護士) 

12 ２／２０（土） 蟹江町 「今どきの家族・これからの家族」 
中島美幸(愛知淑徳大学非常勤講
師) 

13 ３／６（土） 一色町 女らしさ・男らしさから自分らしさ 
中島美幸(愛知淑徳大学非常勤講
師) 

 

【女性団体協働事業】 

女性団体協働事業 女性関係団体と協働して、セミナーを実施する。 
対 象：一般 
参加者：６３人 
参加費：５００円 

日時 内容 講師 

５／１３（日） 
１５：３０～１７：３０ 

ナイジェリア研修生との交流会 
～女性のエンパワメントに何が必要か～ 
国際交流はなのき会 

独立行政法人国立女性教育会館、国
際交流はなのき会 

 

女性団体協働事業 女性関係団体と協働して、セミナーを実施する。 

対 象：一般 
定 員： ８０人 
参加者：１０３人 
参加費：５００円 

日時 テーマ 講師 

５／１５（金） 
１３：３０～１５：３０ 

変化する国際社会に生きる 
～中東、アメリカそして日本では～ 
愛知県女性地域実践活動交流協議会 

中西久枝(名古屋大学大学院国際開
発研究科教授) 

 

交流ネットセミナー 
男女共同参画セミナー等の受講修了生による自主活

動グループで組織された「ウィルあいち交流ネット」
との共催により実施。 

対 象：一般 
定 員：２００人 
参加者：２４８人 
受講料：５００円 

日時 テーマ 講師 

１１／１４（土） 
１０：００～１１：４５ 

反貧困から築く格差のない社会、女性も男性も 
～最前線のレポートと展望～ 
ウィルあいち交流ネット 

湯浅誠(NPO 法人自立生活サポート
センター・もやい事務局長) 

 

女性団体協働事業 女性関係団体と協働して、セミナーを実施する。 
対 象：一般 
参加者：５３人 
参加費：無料 



日時 テーマ 講師 

１１／１４（土） 
１４：００～１６：３０ 

女性起業家応援セミナー 
～女性の創業（ゆめ）応援します！！～ 
日本政策金融公庫名古屋支店国民生活事業 

 

 

交流ネットセミナー 
スキルアップ講座 

女性関係団体と協働して、セミナーを実施する。 
対 象：一般 
参加者：５４人 
参加費：５００円 

日時 テーマ 講師 

１／１６（土） 
１３：３０～１５：３０ 

認知症の予防について 
ウィルあいち交流ネット 

遠藤英俊(国立長寿医療センター包
括診療部長) 

 

【男女共同参画社会支援セミナー】 

愛知県男女共同参画社会
支援セミナー 

男女共同参画社会の実現を図るために、女性問題
についての十分な認識と広い視野を持ち、県及び市
町村の政策決定や意思決定に関わることができる審
議会等委員への登用も可能な、女性の地位向上と社
会参画の推進役となる女性指導者を育成する。 

対 象：市町村の推薦を受けた人  
研究員：２８人 
受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

開講式・オリエンテーション  

１ ６／５（金） 

男女共同参画行政の概要について 
岩田敏子(愛知県県民生活部社会活動

推進課男女共同参画室長) 

身近な男女共同参画 

～ジェンダー（gender）と「男女共同参画」～ 
山根真理(愛知教育大学教授) 

２ ６／２０（土） 

研究レポートについて①・交流会 
金田文子（財団法人あいち男女共同参

画財団専門官） 

３ ７／４（土） 男女共同参画統計・データの活用 高橋由紀、森未知(国立女性教育会館)

女性と人権＜ドメスティック・バイオレンス＞理論

編―ソーシャルワークの視点から― 
須藤八千代(愛知県立大学教授) 

４ ７／１８（土） 
ドメスティック・バイオレンスと女性・男性・子ど

も－ＤＶの相談事例（作成）から考える（グループ

ワーク）－ 

石田ユミ(財団法人あいち男女共同参

画財団チーフ相談員) 

多文化共生社会と男女共同参画 山本かほり(愛知県立大学准教授) 

５ ８／１（土） 

研究レポートについて② 
金田文子（財団法人あいち男女共同参

画財団専門官） 

女性の社会保障 
吉田江美（株式会社ＦＰ相談センター

代表取締役） 
６ １０／２４（土） 

ウィルあいち情報ライブラリーフェスタ 

好きを仕事にする力 ―科学に魅せられて― 
 

ワーク・ライフ・バランスとは 吉田良生(椙山女学園大学教授) 

７ １１／７（土） 

研究レポートについて③ 
金田文子（財団法人あいち男女共同参

画財団専門官） 

メディア・リテラシー メディアという視角 小川明子(愛知淑徳大学准教授) 

８ １２／５（土） 
「地方行政と住民参加」 

―政策決定への女性の参画― 
鈴木規子(西尾市議員) 

支援セミナー修了生の発表 
山中和子、神谷典江、大河内奈緒美(平

成１４年度修了生) ９ １／２３（土） 

地域実践活動交流協議会との交流会  

10 ３／１２（金） 支援セミナー報告会・修了式  

 



 

イベント 

 

【あいち国際女性映画祭２００９】 

世界で活躍する女性映画監督等を招き、女性の生き方や社会参加、女性と男性の相互理解などをテーマとした作品２３

作品（日本初公開は７作品）を上映、監督等によるゲストトークを実施するとともに、映画祭ボランティアグループによ

る企画事業、ＮＰＯによるプレイベント、観客の高い評価を得た作品に対する観客賞の贈呈など、より多くの方に映画祭

に参加していただくための各種イベント等を実施した。さらに、地域的な広がりをもった映画祭とするため、瀬戸市、小

牧市、田原市、北名古屋市、弥富市の５市でも開催。 

対 象：一般 

定 員：上映各回８００人 

参加者：１４,０２７人（内５市 １,７５５人） 

入場料：上映１回前売８００円 当日１，０００円 

    （交流パーティーは２，０００円、ゲストトーク・シンポジウム等は無料） 

上映日時 作品名（国名） 監督名 

10:00 今、このままがいい（韓国） プ・ジヨン 

14:00 
星の国から孫ふたり 

～「自閉症」児の贈りもの～（日本） 
槙坪夛鶴子 

９／２ 

（水） 

19:00 ドゥーニャとデイジー（オランダ・ベルギー） ダナ・ネチュシュタン 

10:00 チベットの音調（中国） ダイ・ウェイ 

14:00 エスケープ（デンマーク） カトリーネ・ヴィンフェルド 
９／３ 

（木） 
18:30 おくりびと（日本） 滝田洋二郎 

10:00 生きていく日々（中国） アン・ホイ 

14:00 とらわれの水（カナダ・インド） ディーパ・メータ 
９／４ 

（金） 
19:00 私を撮って（イタリア） アンナ・ネグリ 

10:00 赤い点（ドイツ・日本） 宮山麻里枝 

13:00 ぐるりのこと。（日本） 橋口亮輔 
９／５ 

（土） 
19:00 子供の情景（イラン・フランス） ハナ・マフマルバフ 

10:00 劔岳 点の記（日本） 木村大作 

ウ
ィ
ル
ホ
ー
ル 

９／６ 

（日） 14:00 飛べ、ペンギン（韓国） イム・スルレ 

10:00 女のみづうみ（日本） 吉田喜重 

14:00 飛べ、ペンギン（韓国） イム・スルレ 
９／２ 

（水） 
19:00 イメルダ（フィリピン・アメリカ） ラモーナ･ディアス 

10:00 羅生門 デジタル完全版（日本） 黒澤明 

14:00 つぶより花舞台（日本） 鯨エマ 
９／３ 

（木） 
18:30 今、このままがいい（韓国） プ・ジヨン 

10:00 
あした天気になる？ 

～発達障がいのある人たちの生活記録～（日本） 
宮崎信恵 

14:00 
空とコムローイ～タイ、コンティップ村の子どもたち～（日

本） 
三浦淳子 

９／４ 

（金） 

18:30 
ブライアンと仲間たち パーラメント・スクエアＳＷ１（イ

ギリス・日本） 
早川由美子 

10:00 台湾人生（日本） 酒井充子 

14:00 エスケープ（デンマーク） カトリーネ・ヴィンフェルド 
９／５ 

（土） 
19:00 つみきのいえ（日本） 加藤久仁生 

10:00 チベットの音調（中国） ダイ・ウェイ 

大
会
議
室 

９／６ 

（日） 14:00 
シネマ・ピクニック－親子で体験！はじめての活弁－ ロイ

ドの巨人征服（アメリカ） 

フレッド・ニューメイヤー、サ

ム・テイラー 

 
共催市会場 



田原文化会館 

 
９／５ 

（土） 
13:00 飛べ、ペンギン（韓国） イム・スルレ 

北名古屋市 

 
９／５ 

（土） 
13:00 チベットの音調（中国） ダイ・ウェイ 

弥富市 

 
９／５ 

（土） 
13:30 今、このままがいい（韓国） プ・ジヨン 

瀬戸市 

 
９／６ 

（日） 
13:30 今、このままがいい（韓国） プ・ジヨン 

小牧市 

 
９／６ 

（日） 
13:30 エスケープ（デンマーク） カトリーネ・ヴィンフェルド 

 
ゲストトーク等 

日時 内容 ゲスト等 

11:30 「今、このままがいい」ゲストトーク プ・ジヨン、ユ・スンヨン 

15:35 「星の国から孫ふたり」ゲストトーク 槙坪夛津子、門野晴子、上野楓恋 
９／２ 

（水） 

15:50 「飛べ、ペンギン」ゲストトーク イム・スルレ、チョン・ヘソン 

11:35 「チベットの音調」ゲストトーク チャン・ルイ、ヂャオ・ターシン 

15:55 「エスケープ」ゲストトーク カトリーネ・ヴィンフェルド、モーテン・カウフマン 

15:20 「つぶより花舞台」ゲストトーク 鯨エマ 

９／３ 

（木） 

20:00 「今、このままがいい」ゲストトーク プ・ジヨン、ユ・スンヨン 

11:25 「あした天気になる？」ゲストトーク 宮崎信恵 

15:30 「空とコムローイ」ゲストトーク 三浦淳子 
９／４ 

（金） 
20:10 「ブライアンと仲間たち」ゲストトーク 早川由美子 

11:25 「赤い点」ゲストトーク 猪俣ユキ、園木美夜子 

11:25 「台湾人生」ゲストトーク 酒井充子 

15:55 「エスケープ」ゲストトーク カトリーネ・ヴィンフェルド、モーテン・カウフマン 

９／５ 

（土） 

16:20 「ぐるりのこと。」ゲストトーク 橋口亮輔 

11:35 「チベットの音調」ゲストトーク チャン・ルイ、ヂャオ・ターシン 

12:20 「劔岳 点の記」ゲストトーク 木村大作 
９／６ 

（日） 
15:50 「飛べ、ペンギン」ゲストトーク イム・スルレ、チョン・ヘソン 

 

【ウィルあいちフェスタ２００９】 

対 象：一般 
参加団体：県内を中心に活動するグループ 
参加者：１,５１６人 

入場料：原則として無料 

日時 内容 

１１／１４（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１２団体、上映会１団体、活動発表等６団体、その他７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
情報を発信する。 

日程 内容 講師 



１ 
６／２３（火）～ 
６／２８（日） 

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、「わたしのまちの男女共同参画」コー
ナー） 

 

１０／１（木）～ 
１０／３１（土） 

理系のススメ（パネル展示、関連図書等展示・貸出、
情報発信コーナー） 

 

２ 
１０／２４（日） 
１４：００～１６：００ 

講演会「好きを仕事にする力～科学に魅せられて～」
横山広美(東京大学大学院理
学系研究科准教授) 

 

 

女性問題相談員支援事業 

 

【市町村女性問題相談員実務研修】 

市町村女性問題相談員実
務研修 

県内市町村で、女性問題を中心に相談を受ける相談員及
び市町村女性センター相談員を対象として、実務研修を
実施する。 

対 象：女性問題に関する相談員
定 員：各４０人 
参加者：７８人（応募７９人） 
受講料：無料 

日時、場所 テーマ 講師 

講演「女性相談における支援を考える①～女性と子ども
への支援～」 

笹原牧太(愛知県春日井児童相談
センター長) １ 

６／２５（木） 
１０：００～１６：００ 
ウィルあいち 

演習「相談援助の技法を学ぶ～基礎編～」 ウィルあいち相談員 

講演「女性相談における支援を考える②～法的支援の実
際～」 

池田桂子(弁護士) 
２ 

１０／１（木） 
１０：００～１６：００ 
ウィルあいち 

演習「相談援助の技法を学ぶ～応用編～」 ウィルあいち相談員 

 

【女性問題相談員ネットワーク事業】 

女性問題相談員ネッ
トワーク事業 

ＤＶを含め女性の人権を侵害するさまざまな
問題の解決を図るため、官民の相談員や専門
家のネットワークづくりに寄与する。 

対 象：市町村の相談員、ＮＰＯ等民間団体、
弁護士等 
定 員：１２０人 
参加者：１０６人（応募１１９人） 
受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

分科会１「女性を取り巻く暴力の現状と支援
の実際」 
 テーマ１「警察に寄せられる暴力の相談の

現状」 
 テーマ２「母子生活支援施設からみえる暴

力の現状」 
テーマ３「弁護士からみた暴力の現状」 

岸しのぶ(愛知県警察本部生活安全総務課保護

対策室指導係長)、ウィルあいち相談員 

山田光治(社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連

合会愛知しらゆり荘荘長)、中川司津子(同母子

指導員)、ウィルあいち相談員 

可児康則(弁護士)、ウィルあいち相談員 

１２／３（木） 
１０：００～１５：３０ 

講演会「女性を取り巻く暴力の現状について」 槐智子(名古屋家庭裁判所岡崎支部判事) 

 


