●終了した講座・イベント（平成３０年度）
講座、セミナー
【前期男女共同参画セミナー】
人はなぜ太るのか？究極の食
欲コントロール！

脂肪細胞が血管の掃除や糖尿病・がんの予防に役立
っていると、存在が見直されている。生涯健康で過ご
すための知識として、脂肪についての新たな情報を知
り、痩せ思考体質のための心が整う食事法を学ぶなど、
太らないためのセミナーを開催した。

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

７／１４（土）
１４:００～１６:００

「脂肪の科学」～脂肪は無用の長物か？～

柴田玲（名古屋大学医学系研
究科先端循環器治療学講座准
教授）

７／２２（日）
１４:００～１６:００

「一生太らないための食欲鎮静術」～痩せ思考体質に
なる～

松尾伊津香（プロボディデザ
イナー／疲労回復専門ジム
ZERO GYM プログラムディレ
クター）

なぜ今、貧困女子？～女性活
躍推進の陰で～

「家事手伝い」や「親と同居」などによって、女性
の貧困問題は見えづらい形で根深く残っている。
“女性
活躍”が叫ばれる昨今だからこそ、社会的問題として
女性の貧困について改めて学ぶセミナーを開催した。

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

７／２８（土）
１４:００～１６:００

貧困女子のリアル

飯島裕子（ノンフィクション
ライター）

８／５（日）
１４:００～１６:００

女性の貧困の裏側にあるもの

伊田久美子（大阪府立大学人
間社会システム科学研究科教
授、女性学研究センター副主
任）

女性のためのロジカルシンキ
ング講座～論理的思考でコミ
ュニケ－ション力をアップす
る～

論点を整理して論理的に話すトレーニングを実践的
に学ぶことで苦手意識をなくし、自らの思考、言動に
自信を持てる方法を学ぶセミナーを開催した。

対 象：女性
定 員：３０人
受講料：全２日間
５，０００円

日時

テーマ

７／２９（日）
１０:３０～１６:００

ロジカルシンキングの基本を押さえる

８／５（日）
１０:３０～１６:００

論理力をプレゼンテーションに活かす

講師
内田 友美（星槎大学大学院
特任教授、カンボジア子ども
の学び支援チーム代表、株式
会社 HR インスティテュート
ソーシャルフェロー）

【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

金城学院大学ハンドベルクワイアによるコンサートと
映画上映。

日時
１１／１７（土）
１３:００～１５:００

テーマ
第１部
第２部

対 象：男女
定 員：８００人
参加費：１，０００円
講師

チャリティーコンサ－ト
（金城学院大学ハンドベルクワイア）
映画『校庭に東風吹いて』上映

人生 100 年、明日は我が身の
認知症

誰に起きても不思議ではない認知症について、症状
を改善すると言われる「回想法」や、対人交流を活発
化する為のバルーン作りを体験しながら、認知症との
関わりを楽しく学んだ。

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

１／２０（日）
１４:００～１６:００

認知症を改善する 簡単！私の『むかしばなし』

細川彩（国立長寿医療研究セ
ンター長寿保健科学研究室
長）

２／２（土）
１４:００～１６:００

クラウンチョクのバルーンから生まれた笑顔

松下直美（共和病院副院長・
看護部長、NPO 法人わかち・
つむぎあい理事長）

＜協働事業＞
親子セミナー/味の素株式会
社との協働

男性の家事参加と家庭教育支援を促し、子どもへの
男女共同参画意識の向上や社会参画の理解を深めるた
め、味の素株式会社との協働で男性を含む親子ペアク
ックを開催した。

対 象：小学生の子供と男性
の保護者（父・祖父・兄など）
定 員：８組
参加費：１組５００円

テーマ

講師

日時
２／１６（土）
１０:００～１２:３０

チーム男子★チャレンジ料理教室～おうちで「キャン
プごはん」～

味の素株式会社

LGBT を知ろう～多様性の時代
を生きる～

見えにくいセクシャル・マイノリティが抱えやすい
悩みや問題について理解を深め、生きづらさにどう寄
り添うかなど今後の対応について考えるセミナーを開
催した。

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

管理栄養士

２／２（土）
１４:００～１６:００

性と生の多様性

鈴木茂義（公立小学校非常勤
講師、世田谷区男女共同参画
センターらぷらす相談員、く
にたち男女平等参画ステーシ
ョン相談員）

２／９（土）
１４:００～１６:００

LGBT 今昔

若松孝司（愛知淑徳大学交流
文化学部教授）

＜協働事業＞
公開講座/あいち女性連携フ
ォーラム事業

人口減少による恐るべき日本の未来図を、時系列に
沿って体系的に解き明かし、地域の行政、ビジネスパ
－ソンとして意識しておくべきことを話していただい
た。

対 象：男女
定 員：１００人
参加費：６００円

日時
２／８（金）
１４:３０～１６:００

テーマ
未来の年表～人口減少日本で起きること～

講師
河合雅司（ジャ－ナリスト、
『未来の年表』著者）

災害時、生死を分ける情報と
コミュニケーション

災害から身を守るための必要な「情報」について考
え、男女共同参画や多様性社会の視点も踏まえ、災害
時のコミュニケーション力が命を守る為にいかに役立
つか学ぶセミナーを開催した。

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

災害から身を守る「情報」

諏訪清二（兵庫県立大学大学
院減災復興政策研究科特任教
授、防災学習アドバイザー・
コラボレーター）

３／１０（日）
１４:００～１６:００

生死を分けるコミュニケーション力

萩原なつ子（立教大学大学院
21 世紀社会デザイン研究科
教授、特定非営利活動法人全
国災害ボランティア支援団体
ネットワーク理事）

働く女性のためのクリエイテ
ィブ・シンキング

これまでになかった方法で問題を解決したり、新し
いアイデアを発想したりするための思考方法「クリエ
イティブ・シンキング」を学び、女性の今後のキャリ
アアップにつなげるセミナーを開催した。

対 象：女性
定 員：３０人
参加費：２，０００円（別途
資料代３００円）

日時

テーマ

講師

２／９（土）
１４:００～１６:００

２／２３（土）
１０:３０～１５:３０

第１部
第２部

【基礎編】クリエイティブ・シンキングとは
【実践編】自由な発想を引き出そう

北原 康富（名古屋商科大学ビ
ジネススクール研究科長・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

日時

１

２

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

テーマ

講師

＜半日コース＞
（金曜コース・名古屋会場）
①期待される女性の活躍
10/26(金)、11/16(金)、
12/14(金)、1/18(金)
②女性管理職というキャリアを考える
13:20～16:50
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
＜半日コース＞
（土曜コース・名古屋会場） ⑥アサーティブ・コミュニケーション
10/27(土)、11/24(土)、
⑦アクションプラン発表会［私の目指す女性管理職］
12/8(土)、1/19（土)
13:20～16:50

３

＜１日コース＞
（平日コース・名古屋会場）
10/25(木)、11/15(木)、
12/6(木)、1/17(木)
9:20～16:50

４

＜１日コース＞
（平日コース・岡崎会場）
10/30(火)、11/29(木)、
12/20(水)、1/24(木)
9:20～16:50

①期待される女性の活躍
②女性管理職の品格・マナー
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アクションプランの作成
⑥アサーティブコミュニケーション
⑦部下のマネジメント
⑧ロジカル・シンキングに挑戦
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）
横井寿史（横井寿史社会保険
労務士事務所代表）

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）
伊藤典子（(株)クレース・プ
ランナーズ人材開発コンサル
タント）
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）

女性管理職の交流カフェ

企業の枠を超えた働く女性管理職のネットワーク
づくりのためのプログラム。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)

テーマ

講師

第１部 セミナー＆ワークショップ
『部下がイキイキと働けるマネジメントのあり方』
～部下の主体的なキャリア形成支援について～

樋口貴子（(株)キャリアデザ
イン代表取締役）

日時

１２／７（金）
１６:００～１９:００

第２部 交流タイム
講師を交えての懇親会

男性管理職向けワークショッ
プ

日時

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あるため、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ぶセミナーを開催し
た。

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

テーマ

講師

１

１０／１８（木）
９:２０ ～１２:２０
名古屋会場

ダイバーシティ推進時代の管理職とは

横井寿史（横井寿史社会保険
労務士事務所代表）

２

１０／１８（木）
１３:４０～１６:４０
名古屋会場

大切な社員を失わない！～介護と育児に職場はどう
向きあうか～

吉岡規子（Bee パートナーズ
社労士事務所代表)

３

１１／１（木）
９:２０ ～１２:２０
岡崎会場

ダイバーシティ推進時代の管理職とは

横井寿史（横井寿史社会保険
労務士事務所代表）

４

１１／１（木）
１３:４０～１６:４０
岡崎会場

働き方の見直し～タイムマネジメントを始めよう～

伊藤亜貴子（A&N 合同会社 代
表）

５

１１／８（木）
１３:４０～１６:４０
名古屋会場

『あなたは相談しやすい上司ですか？』～成果につな
げる部下とのコミュニケーション～

市川麻波（office aim 代表）

６

１１／２２（木）
１３:４０～１６:４０
岡崎会場

『あなたは相談しやすい上司ですか？』～成果につな
げる部下とのコミュニケーション～

市川麻波（office aim 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方の
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

テーマ

対 象：一般
受講料：無料
講師

１

6 月 16 日（土）
13:30～15:00

稲沢市

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（NPO 法人 TTS フ
ァミリー代表、名古屋大学付
属病院泌尿器科医師）

２

10 月 11 日（木）
14:00～16:00

蒲郡市

私らしいハッピーキャリアの法則を見つけるた
めに

樋口貴子（株)キャリアデザ
イン代表取締役）

３

10 月 14 日（日）
北名古屋市
14:00～16:00

明日の自分が少し変わるかもしれないお話

三砂ちづる（津田塾大学教
授）

４

10 月 27 日（土）
14:00～16:00

東浦町

認知症 ストーリー・ケアの勧め
を引き出す会話のコツ－

渡辺哲雄（日本福祉大学中央
福祉専門学校専任教員、NPO
法人東濃成年後見センター
理事長）

５

11 月 10 日（土）
10:00～12:00

小牧市

まずはやってみよう！
ブ防災

６

11 月 23 日（祝・
金）
10:00～12:00

蟹江町

どうして「男性の子育て」が大切なのか？
性が本当に活躍できる社会のために～

７

12 月 1 日（土）
13:30～15:50

扶桑町

安心 ・安全なまちづくり
地域がかわる～

８

12 月 15 日（土）
14:00～16:00

岡崎市

欲張り人生を叶える為の手帳を使った仕事と生
活の時間効率術（タイムマネジメント）

槙本千里（ワーク・ライフ・
バランスコンサルタント）

９

12 月 22 日（土）
13:30～15:30

新城市

今私たちができること in 新城

宮崎初美（一宮市子育てネッ
トワーカー、地域づくり協議
会女性部会長）

10

1 月 19 日（土）
10:00～12:00

美浜町

輝くセカンドライフを目指して！
ュー成功への道～

11

1 月 26 日（土）
14:00～16:00

豊山町

仕事も家庭もうまくいく
講座

12

2 月 9 日（土）
13:30～15:30

半田市

～健康講座から学ぶ～
挑戦できること

13

2 月 16 日（土）
10:00～12：00

知多市

ケンカとＤＶの境目ってどこですか？
ナーとの関係を考える

14

2 月 23 日（土）
10:00～12:00

安城市

多様な性 まず知ることから だれもがマイノリ
ティ

風間孝（中京大学教授）

15

3 月 17 日（日）
10:00～12:00

日進市

サクセスフル・エイジング
を増す～

伊東まり子（同朋大学特別任
用教授）

－相手の意思

日常生活に

アクティ

～女

～あなたがかわる・

～地域デビ

タイムマネジメント

人生１００年！今から

パート

～年齢を重ね、輝き

椿佳代（防災・減災を考える
自主グループ「エンジェルラ
ンプ」）
田村哲樹（名古屋大学教授）

萩原なつ子（立教大学教授）

森俊昭（定年キャリアアドバ
イザー、岐阜コミュニティ創
造大学専任講師、団塊の世代
の会・大垣副代表）
伊藤亜貴子（A＆N 合同会社代
表）
横川珠姫（健康運動指導士）
具ゆり（日本フェミニストカ
ウンセリング学会認定フェ
ミニストカウンセラー）

【協働推進事業】
対 象：男女
定 員：６０人
参加費：６００円

講演会
日時
５／８（火）
１３:００～１５:３０

テーマ・協働団体
だれもが輝くコミュニティ～ワークショップ・女性地域
実践活動のこれから～

講師
日置雅子（愛知県立大学名誉
教授）

愛知県女性地域実践活動交流協議会

対 象：ＰＲ方法を学びたい
女性起業家、創業予定の女性
の方
定 員：２０人
参加費：無料

セミナー

日時
１０月２５日（木）、
１１月１日（木）
１３:３０～１６:００

テーマ
女性のための創業支援塾 2018
「わたし」が伝わるＰＲコトバ
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、名古屋産業振興公社

田代涼子（言葉工房トム代
表、ライター・中小企業診断
士）

対 象：男女
定 員：１００人
参加費：６００円

セミナー
日時
３／９（土）
１３:３０～１６:００

講師

テーマ

ゲスト

ドキュメンタリー映画『不思議なクニの憲法２０１８』
～みんなで見て、みんなで考えてみる？～
松井久子（映画監督）
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）

【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

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

５／２５(金)

６／１６（土）

６／３０（土）

愛知県の男女共同参画行政について

宮澤祐子（愛知県県民文化部
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）

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）

地域活動と男女共同参画

萩原なつ子（立教大学大学院
教授）

ＤＶについて

具ゆり（認定フェミニストカ
ウンセラー）

４

５

６

７

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）

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）

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）

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）

女性のチャレンジ

功刀由紀子（愛知大学教授）

７／１４（土）

８／４（土）

９／２９（土）

女性科学者の活躍と性差の科学

１１／１０（土）
日置雅子（特定非営利活動法
人ウィル 21 フォーラム代表）

研究レポートの作成に向けて④
人材育成セミナー報告会・修了式
８

３／１３（水）
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、これまでの人材育成セミナ
ー修了生を対象に公開講座「未来の年表

～人口減少日本で起きること～」との合同でセミナーを開催した。

イベント
【あいち国際女性映画祭２０１８】
あいち国際女性映画祭公式ホームページ（httpst//www.aiwff.com）をご覧ください。

【ウィルあいちフェスタ２０１８】
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
１１／１７（土）
９:１０～１６:３０

内容
２５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：１６）

【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
１

6.13（水）～7.24（火） これって性暴力？

２

10.2（火）～10.31（水） 暮らし方の国際比較

テーマ

―日本と世界

ジェンダーの視点から

【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

4.25（水）～6.21（木） えほん de ジェンダー

２

6.22（金）～8.1（水）

脱フラリーマンのすゝめ～夫婦関係を見なおす～

３

8.2（木）～10.4（木）

ようこそ！ヒロインの世界へ～あなたもミライでかつやくできる！！

４

10.5（金）～12.18（火） あたらしいこと

５

12.19（水）～2.6（水） 子どもを持つということ、持たないということ

６

2.7(木)～3.31（日）

はじめよう

決められた性別とサヨナラしませんか～ＬＧＢＴを受け入れる～

【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

4.5（木）～4.19（木）

働きたいあなたを応援します！／あいちマザーズハローワーク

２

7.26（木）～8.9（木）

乳がんの続きに乳房再建があること／乳がん体験者の会Ｐｉｆ

３

8.16（木）～8.30（木）

４

1.10（木）～1.24（木） あいち女性面白マップ 2018／ウィル２１フォーラム

５

2.7（木）～2.21（木）

子どもの貧困～私たちの周りでは～／地域開発みちの会

６

2.7（木）～2.21（木）

やはぎ会～２１世紀をたくましく生きるために～／やはぎ会

７

2.27（水）～3.12（火） 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

８

2.27（水）～3.12（火） 女性創業セミナー～アイリス presents～を開催します！／愛知県信用保証協会

９

3.14（木）～3.28（木） 面会交流って、なあに？／名古屋ファミリー相談室（ＦＰＩＣ）

「育児の専門知識」を学ぶ理論と実技の講座を提供しています／一般社団法人日本アタ
ッチメント育児協会

【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（木）～11.30（金） 「女性に対する暴力をなくす運動」パネル展「知ってほしい

２

12.4（火）～12.26（水） 「人権週間」パネル展示

「身近にあります、人権問題」

ＤＶのこと」

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

4.26（木）～7.29（日） こんな働き方もある～考えてみませんか、今とは違う働き方～

２

7.31（火）～10.13（土） 頼っていい！みんなで子育て

３

10.14（日）～1.4（金） 気づいて乗り越える～身近な人からの暴力に悩んでいませんか？～

４

1.5（土）～3.31（日）

充実させませんか？シニアライフ

【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
7.11（水）～9.30（日）

内容
ライブラリーde ビンゴ

