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【前期男女共同参画セミナー】 

 

Ｍｅｎ’ｓ専科 

家庭と仕事の両立に向けたタイムマネジメントの基

礎として、探し物などの手間を減らし時間の無駄を減

らすための整理整頓のコツを学んだ。 

対 象：男性または夫婦 

定 員：４０人 

受講料：８００円 

日時 テーマ 講師 

６／２（日） 

１３：３０～１６：３０ 

目指せ収納名人！！ 

～整理整頓で空間と時間の無駄を減らそう～ 

高原智子（nagohana 

living 代表） 

 

女性の参画後進国、日本。 

～日本再生のヒントはここに

ある！～ 

世界の女性指導者や制度について学び、今後日本

が、あらゆる場面で女性が活躍し政策決定の場へ参画

できる社会づくりを効果的に進めるための方策を考え

た。 

対 象：女性 

定 員：各回３０人 

受講料： 

  全３回１，５００円 

日時 テーマ 講師 

１ 

６／２２（土） 

１３：３０～１５：３０ 

諸外国における女性の参画と制度 

三井マリ子 

（評論家） 

２ 

６／２９（土） 

１３：３０～１５：３０ 

女性の政治参画がなぜ大切か？ －日本の現状を踏ま

えて 

田村哲樹 

（名古屋大学教授） 

３ 

７／７（土） 

１３：３０～１５：３０ 

サッチャー、アウンサンスーチーなどに見る女性の力 

衛藤幹子 

（法政大学教授） 

 

Ｍｅｎ’ｓ専科 

セカンドライフを充実させるために、ポジティブに

生きるコツを学ぶとともに、いつでもどこでもできる

簡単な運動を行った。 

対 象：男性 

定 員：３０人 

受講料：５００円 

日時 テーマ 講師 

６／３０（日） 

１３：３０～１６：１０ 

１３：３０～１５：３０ 

元気でいきいきセカンドライフ術！！ 

加藤保一（就職内定サポー

ト研究所代表） 

１５：４０～１６：１０ 

その場でできるフィットネス 

二宮三奈子（(公財)あいち

男女共同参画財団指導員） 

 

 

  

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 30 歳から 45 歳の独

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 

受講料：４，０００円（材

料費込み） 

日時 テーマ 講師 

７／６（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） 



 

公開講座 

大島渚監督と共に過ごした日々の思い出や、１７年

間におよぶ介護生活の苦労や介護を通して学んだこと

などの体験を聞いた。 

対 象：男女 

定 員：１００人 

受講料：５００円 

日時 テーマ 講師 

９／８（日） 

１３：００～１４：３０ 

妻として、女優として 

－夫・大島渚と過ごした日々－ 

小山明子（俳優） 

 

【後期男女共同参画セミナー】 

 

 

 

  

公開講座 

「女性活用は、ひとつの企業戦略」と強調される内

永さんに、働く女性へのメッセージや、企業経営者・

人事担当者向けに体験に基づいた女性活用・登用につ

いてお話しいただいた。 

対 象：男女 

定 員：２００人 

受講料：５００円 

日時 テーマ 講師 

１／２４（金） 

１８：３０～２０：１５ 

企業における女性の活躍促進のために 

～働く女性や企業経営者・人事担当者の皆様へ、内永

ゆか子さんからの熱いメッセージ～ 

内永ゆか子（ＮＰＯ法人Ｊ

-Ｗｉｎ理事長、株式会社

グローバリゼーションリサ

ーチインスチチュート(Ｇ

ＲＩ)代表取締役社長） 

育休からの職場復帰に夫婦で

備える！ 

育児中の働き方や両立に関するコツについて講義を

受けた後、復帰後の家事・育児、仕事の仕方について

夫婦で話し合い、お互いの意識の共有を図った。 

対 象：産休、育休中の共

働き夫婦、これから産休、

育休を取る予定の共働き夫

婦 

定 員：１２組（２４人） 

受講料：１組１，５００円 

日時 テーマ 講師 

２／２（日） 

１３：３０～１６：３０ 

育休後コンサルタントに聞く 子育てしながら働くコ

ツと両立の心がまえ 

山口理栄（育休後コンサル

タント） 

Ｍｅｎ’ｓ専科 

ケアメン入門！ ～女性まか

せにできなくなった介護～ 

親や妻を介護する男性を「ケアメン」というが、高

齢化が進む日本で、今まで女性の役割が大きいとされ

た家事や介護、夫や息子である男性が担わなくてはい

けない状況が増える中、介護の入門編を開催した。 

対 象：男性及び夫婦 

定 員：３０人 

参加費：１，２００円 

日時 テーマ 講師 

２／９（日） 

１０：００～１５：００ 

１０：００～１１：００ 

現場だから分かる、介護のこんなヒント 

岡本一美（ＮＰＯ法人地域

福祉サポートちた代表理

事） 

１１：００～１２：００ 

活用しよう、介護制度 

田中秀治（小牧市社会福祉

協議会在宅福祉課長） 

１３：００～１５：００ 

体に負担のかからない、実践的介護方法 

下村裕子(ＮＰＯ法人りん

りん理事長) 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

「ＤＶ」を学ぶ－支援のため

に必要なこと－ 

男女共同参画にとっても重要な課題である女性に対

する暴力に関するセミナーを開催し、理解を促すとと

もに、ＤＶに関する情報を提供することにより、支援

の一助とした。 

対 象： 愛知県下の民生

委員の方、児童委員の方、

ＤＶを支援しているＮＰＯ

法人の構成員の方 

定 員：３０人 

参加費：５００円 

日時 テーマ 講師 

２／１３（木） 

１０：３０～１５：３０ 

１０：３０～１２：００ 

身近なＤＶ 

野村由美子（中日新聞社編

集局整理部記者） 

１２：００～１２：３０ 

愛知県のＤＶ相談活動状況 

堀田伊久子（愛知県女性相

談センター所長） 

１３：３０～１５：３０ 

ＤＶを防ぐために 

川喜田好恵（大阪府立女性

総合センター相談員、日本

ＤＶ防止・情報センター運

営委員） 

キッチンサイエンス 

功刀滋先生（父）と功刀基先生（子）の親子講師

が、身近な道具を使っておうちでも簡単にできる科学

の実験をレクチャーした。 

対 象：父親と小学生の子

ども 

定 員：８組 

参加費：1人３００円 

日時 テーマ 講師 

３／２（日） 

１４：００～１６：００ 

お父さんといっしょに楽しくカガク 

父：功刀滋（京都工芸繊維

大学大学院生体分子工学専

攻教授） 

子：功刀基（北海道大学大

学院生命科学院生命システ

ム科学専攻博士課程３年） 

ワンランクアップを目指す女

性のための能力開発セミナー 

女性たちが、いきいきと自分の「やりたい」ことを

実行できるよう、スピーチ・コミュニケーションの視

点から、考え、体験した。 

対 象：女性 

定 員：３０人 

受講料：５，０００円 

日時 テーマ 講師 

１ 

２／２２（土） 

１０：００～１５：００ 

人前で話すスキルを磨く 

平野美保（京都ノ－トルダ

ム女子大学専任講師） 

２ 

２／２３（日） 

１０：００～１５：００ 

自分のコミュニケーションスタイルを改善する 

こづかいゲームでやりくり上

手！ 

お父さんとお子さんで、「こづかいゲーム」をしなが

ら、普段はなんとなく話しにくいお金のことを、ゲー

ムを通して楽しく学び、親子でやりくり上手を目指し

た。 

対 象：お父さんと小学生

の子ども 

定 員：２０組 

参加費：３００円 

日時 テーマ 講師 

３／８（土） 

１３：３０～１６：３０ 

《父と子のセミナー》 こづかいゲームでやりくり上

手！ 

生川奈美子（マネーじゅく

三重 主宰） 



【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 6／22（土） 稲沢市 靴は体をつくるための大切な入れ物 

橋本伸也（上級シューフィ

ッター） 

２ 7／14（日） 設楽町 

まちづくりって、こんなにおもしろい!! ～みんなで

創り、生み出す地域の未来～ 

佐藤良子（東京都立川市 

大山自治会長） 

３ 7／18（木） 東海市 

働くパパとママのための～仕事と子育て両立のヒント

～ 

高田浩史（生きる力をつけ

る学びの教室 

「文聞分（ぶんぶんぶん）主

宰） 

４ 11／23（土） 豊山町 ワーキングマザーの子育て日記 

堀江美穂（ZIP-FM ラジオパ

ーソナリティー） 

５ 11／25（月） 大府市 オトコの育児が大切な理由―体験的男女共同参画論― 田村哲樹（名古屋大学教授） 

６ 12／14（土） 犬山市 

想いを伝えるということ ～上手な話し方、コミュニ

ケ-ション方法のヒントを聞いてみませんか～ 

堀江美穂（ＺＩＰ-ＦＭ ミ

ュ－ジックナビゲーター） 

７ 12／14（土） 岡崎市 楽家事でいこう！ 今日からできる共家事のコツ 

山田亮（楽家事ゼミ主宰・家

事ジャーナリスト） 

８ 1／18（土） 豊田市 

それってホントに「へんなの」？ ～絵本から見る男

女共同参画～ 

中嶋美幸（愛知淑徳大学 

非常勤講師） 

９ 1／30（木） 豊明市 男女共同参画の理解の促進 柴田良枝（星城大学 教授） 

10 2／1（土） 瀬戸市 いま 私にできること こどもを守ろう！ストップ DV 石田ユミ（カウンセラー） 

11 2／8（土） 

南知多

町 

男女共同参画のなかのサクセスフル・エイジング 

伊東眞理子（同朋大学 教

授） 

12 2／15（土） 弥富市 健康長寿と認知症予防 

遠藤英俊（国立長寿医療研

究センター 内科総合診療

部長） 

13 3／8（土） あま市 オペラで綴る法律のお話 大塚錥子（弁護士） 

14 3／16（日） 豊橋市 多忙なオトコのためのタイムマネジメント術 

加古雅嗣（人財育成プラネ

ット代表） 

 

【協働事業】 

協働事業 講演会 

対 象：一般 

参加費：５００円 

日時 内容 講師 

５／２３（木） 

１３：３０～１５：３０ 

「新聞の力－わたし達の役割 

～これからの高齢社会を元気に歩くために～」 

 

愛知県女性地域実践活動交流協議会 

安藤明夫（中日新聞社編集

委員） 

 

協働事業 セミナー 

対象：テーマに関心のある

女性、及びその家族、友人

も可 

参加費：３００円 

日時 内容 講師 

７／２０（土） 

１３：３０～１６：３０ 

「自分らしく生きるための離婚 

～女性のための法律基礎講座～」 

 

axis PROLINK 

野中光夫（弁護士） 

 

  



 

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 

９／２４（火） 

 １４：００～１６：１０ 

 

１０／９（水） 

１４：００～１６：１０ 

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 

９／２４（火） 

原尚美（原＆アカウンティ

ング・パ－トナ－ズ代表） 

１０／９（水） 

溝口暁美（Office Aube 

代表） 

 

 

 

 

  

協働事業 コンサート 

対 象：一般 

参加費：１，０００円 

日時 テーマ 出演者 

１／１３（月） 

 １４：００～１５：３０ 

ソプラノ＆混声合唱によるハーモニ－コンサ－ト 

～届け！心の歌声、東北へ～ 

 

あいち国際交流はなのき会 

渡部純子（ソプラノ） 

混声合唱名古屋コール・ハ

ーモニア 

金澤みなつ（ピアノ伴奏） 

協働事業 シンポジウム 

対 象：起業を目指してい

る・事業を経営している女

性 

参加費：５００円 

日時 テーマ 講師 

２／１（土） 

１３：３０～１６：００ 

からふる女性応援士隊結成記念シンポジウム 

『女性×起業』 ～夢を叶える～ 

 

axis  PROLINK 

関戸美恵子（(一社)SR 連携

プラットフォーム 代表理

事） 

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 

３／１６（日） 

１３：３０～１５：３０ 

時間栄養学からみた理想の食べ方 

～マスコミでは語れない食のウソ・ホント～ 

 

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） 

加藤秀夫（東北女子大学教

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：２５人 

受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

１ ５／３０(木) 

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」 

伊藤康子(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(特定非営利活動

法人ウィル２１フォーラム

代表) 

２ ６／１５（土） 

貧困問題への取り組み 柘植直也（弁護士） 

研究レポートについて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) 

３ ７／６（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) 

女性と雇用 

石田好江（愛知淑徳大学 

副学長） 

４ ７／２０（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 ８／３（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 １０／５（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） 

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) 

７ １０／２６（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) 

８ １２／７（土） 

地域リーダーに求められるプレゼンテーション力をつ

ける 

刈本香緒莉（㈱ヒューマン

エナジー） 

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) 

９ １／１８（土） 

支援セミナー修了生による活動発表 

金森淑英、山崎宏子、大川千

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) 

10 ３／１２（木） 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 

受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

１０／４（金） 

１３：３０～１５：３０ 

女のロマン 市川房枝 

林寛子（中日新聞東海本社

編集局長） 

 

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２０１３】 

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２０１３】 

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 

１１／９（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１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 

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 

６／２２（土）～ 

７／２１（日） 

女性の力で経済活性化！ 

（パネル展示、関連図書等展示・貸出） 

２ 

１０／１（火）～ 

１０／３１（木） 

男もつらいときがある 

（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」入賞作品

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 

４／１９（金）～ 

６／１８（火） 

はばたけ☆宇宙女子 

２ 

６／１９（水）～ 

８／２２（木） 

生誕１２０年 市川房枝 

３ 

８／２３（金）～ 

１０／２２（火） 

家族みんなで考えたい！ワーク・ライフ・バランス 

４ 

１０／２３（水）～ 

１２／１１（水） 

心と身体の多様な性のありかたを考えよう 

５ 

１２／１２（木）～ 

２／１４（金） 

情報ライブラリーから、本との出会いをプレゼント。 

６ 

２／１５（土）～ 

３／３０（日） 

パパのチカラ～男の家事・育児～ 

 

  



【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 

４／１１（木）～ 

７／５（金） 

セクハラ・パワハラ、悩んでいませんか？ 

２ 

７／６（土）～ 

１０／２６（土） 

あなたのシニアパワー、まだまだ活かせます！ 

３ 

１０／２７（日）～ 

１／１６（木） 

ちょっと待って、それって ほんとに 愛ですか…？ 

４ 

１／１７（金）～ 

３／３０（日） 

家族で子育て 地域で子育て 社会で子育て 

 

【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 

７／２４（水）～ 

８／７（水） 

男女共同参画社会を目指して 

（かすがい女性連盟） 

２ 

８／９（金）～ 

８／２９（木） 

地域開発みちの会 活動紹介 

（地域開発みちの会） 

３ 

１／９（木）～ 

１／２４（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 

２／６（木）～ 

２／２８（金） 

面会交流ってなあに？ 

(名古屋ファミリー相談室（FPIC）面会交流部) 

５ 

３／６（木）～ 

３／２８(金) 

あいち国際理解教育ステーションの活動 

(あいち国際理解教育ステーション) 

 

【パネル展示】 

テーマ展示 

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（土）～ 

１１／３０（土） 

「女性に対する暴力をなくすために」パネル展 

２ 

１２／３（火）～ 

１２／２７（金） 

「子どもの人権と児童虐待」パネル展示 

 

【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：２０名 

受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

１０／２０（日） 

１３：３０～１６：３０ 

男性のための「伝え方」「聴き方」講座 

濱田智崇（カウンセリング

オフィス天満橋代表） 

野原一徳（愛知淑徳大学学

生相談室助教） 

 


