●終了した講座・イベント（令和元年度）
講座、セミナー
【前期男女共同参画セミナー】
メンター養成セミナー

新人の定着化などが問題となる中で、経験豊富な先
輩社員がメンターとなり、後輩を支援することで、メ
ンター自身のキャリアアップや組織の活性化にもつな
がるメンタリングについて学ぶセミナーを開催した。

対 象：どなたでも
定 員：３０人
受講料：全２日間２，０００
円＋資料代３，０００円

テーマ

講師

日時
７／１８（木）
１０:００～１６:００

メンター・メンタリングの基礎知識

７／１９（金）
１０:００～１６:００

メンタリングの実践に向けて

生きづらさを抱えるあなたへ

誰もが日常生活において悩みを抱えているが、家族
関係で困難を抱える方々は、周囲から理解されにくく
相談しづらい状況にある。生きづらさを抱える彼らの
困難について学ぶセミナーを開催した。

対 象：どなたでも
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

中里高宏（NPO 法人日本メンタ
ー協会）

７／２０（土）
１４:００～１６:００

アダルトチルドレン～自分自身を大切に～

水澤都加佐（（㈱アスクヒュー
マンケア取締役研修相談セン
ター所長、Healing & Recovery
Institute 所長）

７／２７（土）
１４:００～１６:００

カサンドラ症候群との向き合い方
～自分らしさを取り戻すために～

SORA（櫻田万里）
（アスペルガ
ー・アラウンド代表）

「食べる」ということ
～健康寿命向上へ向けて～

対 象：どなたでも
生涯にわたって、健康で充実した毎日をおくるため
定 員：３０人
に、
「食べる」行為に焦点を当てたセミナーを開催した。 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

８／３（土）
１４:００～１６:００

のどのアンチエイジング～口から食べ続けるために～

伊藤功治（名古屋医専言語聴
覚学科教官）

８／１７（土）
１４:００～１６:００

いつ食べる

加藤英夫（東北女子大学家政
学部健康栄養学科教授）

何を食べるか

食を知る～時間栄養学～

【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
日時

朗読コンサート&講演会
人生に大切なことはすべて絵本から教わった

対 象：どなたでも
定 員：８００人
参加費：１，０００円

テーマ

講師

１／２５（土）
１３:３０～１６:００

第１部 白樺八靑朗読コンサート
（朗読 白樺八靑 ピアノ 木須康一）
第２部 末盛千枝子講演会「人生に大切なことはすべ
て絵本から教わった」

－

あなたはあなたのままでいい
～ママたちへ～

心身共に大きく変化するママに寄り添う助産師の活
動をされ、自身も 11 人出産した HISAKO さんを招き、
子育てへの思い、ママたちへのメッセージなどをお話
いただくセミナーを開催した。

日時

テーマ

講師

－

HISAKO（助産院ばぶばぶ院長）

２／９（日）
１０:００～１２:００

健やかに生きていくために
～骨盤底筋を鍛えよう～
日時
２／１５（土）
１３:００～１５:００

健やかに生きていくために、私たちの身体の中心部
で多岐にわたり様々な機能をもっている「骨盤底筋」
について学ぶセミナーを開催した。

対 象：どなたでも
定 員：７０人
参加費：６００円

対 象：女性
定 員：３０名
参加費：１，０００円

テーマ

講師

－

JUN（PILATES STUDIO REBORN
代表）

思考力を磨こう！働く女性の
ためのクリティカル・シンキ
ング

客観的・多面的に物事を捉え、本質を理解し、意思
決定と主張をするための思考訓練として、「クリティ
カル・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。

日時

テーマ

講師

－

三宅光頼（名古屋商科大学ビ
ジネススクール教授）

２／２９（土）
１０:３０～１５:３０

対 象：女性
定 員：３０人
参加費：２，０００円

下記セミナーは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止
日時

セミナー名

講師

２／２９（土）
１０:００～１２:３０

＜協働事業＞
親子セミナー/味の素株式会社との協働
「ローリングストック法」で「もしも」に備える！家
族で学ぶ災害時のごはん

香川貴江（㈱Table for）

３／７（土）
１４:００～１６:００

ハラスメントを防ぐコミュニケーション術

寺田陽子（ワンネスサポート
代表）

３／１９（木）
１４:３０～１６:３０

＜協働事業＞
公開講座/あいち女性連携フォーラム事業
今、話題のアンコンシャスバイアス（無意識の偏見）
～知る・気づく・対処する～

守屋智敬（（㈱）モリヤコン
サルティング代表取締役、
（一
社）アンコンシャスバイアス
研究所代表理事）

【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日コース（名古屋会場）
＞
10/24(木)、11/14(木)、
12/12(木)、1/23(木)
9:20～16:50

＜１日コース（岡崎会場）
＞
10/31(木)、11/21(木)、
12/19(木)、1/30（木)
9:20～16:50

１

＜半日・A コース（名古屋
会場）＞
11/1(金)、11/29(金)、
1/9(木)、2/5(水)
13:20～16:50

２

＜半日・B コース（名古屋
会場＞
11/7(木)、12/5(木)、
1/16(木)、2/13（木)
13:20～16:50

女性管理職の交流カフェ

日時
２／２８（金）
１６:００～１７:５０

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

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プレゼンの極意
⑧先輩管理職に学ぶ部下のマネジメント
⑨ロジカルシンキングに挑戦
⑩アクションプランの発表
⑪プレゼンの企画立案
⑫プレゼン発表の準備
⑬プレゼン大会
⑭総括

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アクションプランの作成
④先輩管理職に学ぶ部下のマネジメント
⑤プレゼンの極意
⑥アサーティブ・コミュニケーション
⑦アクションプラン発表会

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。
なお、例年は、セミナーと講師を交えての交流タ
イムの２本立てであったが、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、交流タイムは中止した。

中島美幸（愛知淑徳大学非常
勤講師）
樋口貴子（㈱キャリアデザイ
ン代表取締役）
正門律子（㈱クレース・プラ
ンナーズ代表取締役）
三井裕美（㈱キャリアデザイ
ン主席研究員）
ゲストスピーカー
平林京子（㈱ＮＴＴマーケテ
ィングアクト東海支店 ＣＲ
Ｍ推進部担当課長）
北河広視（日本特殊陶業㈱経
営戦略本部経営企画部）
樋口貴子（㈱キャリアデザイ
ン代表取締役）
三井裕美（㈱キャリアデザイ
ン主席研究員）
ゲストスピーカー
平林京子（㈱ＮＴＴマーケテ
ィングアクト東海支店 ＣＲ
Ｍ推進部担当課長）
北河広視（日本特殊陶業㈱経
営戦略本部経営企画部）

対 象： 県内企業等で働く女
性管理職
定 員：３０人

テーマ

講師

セミナー＆ワークショップ
新時代の“働きがい”～インテグラルなキャリアを
考える～

樋口貴子（㈱キャリアデザイ
ン代表取締役）

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

１０／１７（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

１０／１７（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？
～身近なアンコンシャスバイアスを考える～

市川麻波（office aim 代表）

３

１０／２３（水）
１３:４０ ～１６:４０
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

１１／２０（水）
１３:４０～１６:４０
岡崎会場

あなたは相談しやすい上司ですか？
～身近なアンコンシャスバイアスを考える～

市川麻波（office aim 代表）

５

１１／２８（木）
９:２０～１２:２０
名古屋会場

管理職のワークライフマネジメント
～女性社員がより活躍できる職場環境を創り出す～

伊藤亜貴子（A&N 合同会社代
表）

６

１１／２８（木）
１３:４０～１６:４０
岡崎会場

大切な社員を失わない！
～介護に育児に職場はどう向き合うか～

吉岡規子（アイ・スマイル社
会保険労務士法人代表）

【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
みんなで学ぶ
の今昔～

セクシャルマイノリティ～LGBT

対 象：一般
受講料：無料
講師

１

7/6（土）
10:00～12:00

春日井市

２

7/20（土）
10:30～12:00

豊橋市

男性が変われば社会が変わる！経済学で見る男
性の家庭参加

水落正明（南山大学教授）

３

7/31（水）
10:00～12:00

大府市

女性活躍で社会を活性化！性によらずみんなが
輝く大府を

束村博子（名古屋大学教授）

４

10/5（土）
13:30～16:30

東郷町

映画上映＋講演「伝説のテニスプレーヤーは何に
挑んだのか」

來田京子（中京大学教授）

５

10/19（土）
13:30～15:00

豊田市

多様な視点で考える防災・減災
“もしものときの困りごと”

池田恵子（静岡大学教授）

６

10/26（土）
13:30～15:30

幸田町

LGBT って何だろう？～多様性を尊重し、みんな
で支え合うまちづくりを目指して～

松尾かずな（名古屋大学医学
部付属病院医師）

７

11/16（土）
10:00～12:00

刈谷市

性差ってなんだろう？性によらず全ての人が輝
く社会とは？

束村博子（名古屋大学教授）

８

11/30（土）
13:30～16:00

常滑市

えっ、私が避難所運営？

竹内より子（愛知県防災・減
災コーディネーター）

９

12/1（日）
13:30～15:30

岩倉市

「性の多様性」とともに生きる～一人ひとりが暮
らしやすいまちへ～

風間孝（中京大学教授）

10

2/1（土）
14:00～15:30

愛西市

落語にみる

微笑亭さん太（落語家）

11

2/6（木）
13:00～15:00

南知多町

自分らしく輝きたい！～母として、女性として～

堀江美穂（ZIP-FM ミュージッ
クナビゲーター）

12

2/8（土）
13:30～15:30

西尾市

子どもってワケわからん！だけどおもしろい！
教育のプロから学ぶ～子ども・教師・保護者が共
に元気に生きていく秘訣～

岡崎勝（フリースクール「ア
ーレの樹」理事）

13

2/13（木）
14:00～16:00

知立市

ワーク・ライフ・バランス～夫婦で仕事も子育て
も～

高田浩史（国語・作文教室「文
聞分」主宰）

男と女

若松孝司（愛知淑徳大学教
授）

下記セミナーは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止
日時

開催市町
村

テーマ

講師

14

3/7（土）
14:00～15:30

あま市

ママの気持ち、子どもの気持ちを“色”で読み解
く「心色リーディング」～子育てを一人で悩んで
いませんか？“色”には子育てのヒントがいっぱ
い～

ふじわらまりこ（カラーセラ
ピスト）

15

3/15（日）

飛島村

「一生太らないための食欲鎮静術」
～生涯を通じて健康であるために～

松尾伊津香（プロボディデザ
イナー）

【協働推進事業】
対 象：どなたでも
定 員：６０人
参加費：６００円

講演会
日時
５／１７（金）
１３:００～１５:３０

テーマ・協働団体
女性地域活動の魅力を探る～女性地域実践活動のこれ
から～

講師
伊藤静香（NPO 法人参画プラ
ネット常任理事）

愛知県女性地域実践活動交流協議会

対 象：創業を考えている、
又は創業後間もない女性
定 員：３０人
参加費：無料

セミナー
日時

１１／１９（火）
１４:００～１６:００

テーマ
女性のための創業支援塾 2019
BERINGPLANT の軌跡－カフェの創業準備から 4 年目まで
を税理士と一緒に振り返る～
日本政策金融公庫、名古屋新事業支援センター、中小企
業基盤整備機構中部本部

元田真樹（BERINGPLANT オー
ナー）、川村美香（川村美香
税理士事務所税理士）

対 象：どなたでも
定 員：１００人
参加費：６００円

セミナー
日時
１２／２１（土）
１３:３０～１５:３０

講師

テーマ
女性外交官として見た日本～未来を担う次世代へのメ
ッセージ～
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）

ゲスト
志野光子（国際文化交流審議
官）

【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

５／２４(金)

６／１（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）

男女共同参画と防災

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」）

３

４

５

６

７

ＤＶについて

具ゆり（認定フェミニストカ
ウンセラー）

地域で役立つコミュニケーション術

毛受誉子（㈱愛知心理教育ラ
ボ代表取締役）

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）

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）

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）

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）

６／２９（土）

７／１３（土）

８／３（土）

９／２８（土）

女性科学者の活躍と性差の科学

１１／９（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

下記は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止
日時

テーマ

講師

人材育成セミナー報告会・修了式
８

３／１１（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、セミナーを開催した。
日時
２／２６（金）
１４:００～１６:００

テーマ

講師
武田勝彦（特定非営利法人チ
ャイルド・ファンド・ジャパ
ン事務局長）

防災を男女共同参画の視点で考える

イベント
【あいち国際女性映画祭２０１９】
あいち国際女性映画祭公式ホームページ（https://www.aiwff.com）をご覧ください。

【ウィルあいちフェスタ２０１９】
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
１／２５（土）
９:１０～１６:３０

対 象：愛知県男女共同参画
人材育成事業修了者
定 員：３０人
受講料：無料

内容
２３団体による講座・講習会、発表会等を実施。
（講座・講習会：６、発表会：４、その他：１３）

【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

6.18（火）～7.18（木） よくあるギモンを解消！男女共同参画新時代

２

10.1（火）～10.31（木） 働き方の国際比較

―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

4.16（火）～6.8（土）

「ていねいな暮らし」ＶＳ．「ゆる家事・楽家事」～ジェンダーの視点から考える～

２

6.9（日）～8.18（日）

気づく、助ける

３

8.20（火）～10.13（日） 防ごう！職場のハラスメント

４

10.16（水）～12.4（水） かわいいだけじゃ、だめ？

５

12.5（木）～2.7（金）

６

2.8(土)～3.6（金）

児童虐待

胸に秘めたる家族の事情
生きづらさを感じている男性たちへ

【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

3.27（水）～4.9（火）

「世界自閉症啓発デー」／あいち発達障害者支援センター

２

4.4（木）～4.18（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

３

7.4（木）～7.18（木）

４

7.20（土）～8.4（日）

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

５

7.20（土）～8.4（日）

さんかく２１・安城／さんかく２１・安城

６

7.20（土）～8.4（日）

伊勢湾台風６０年／愛知県防災安全局防災危機管理課

７

8.8（木）～8.22（木）

ダブルケア～育児と介護が同時にやってくる？～／ダブルケア・パートナー

８

9.12（木）～9.26（木） ＃ＭｅＴｏｏから＃ＷｅＴｏｏへ／地域開発みちの会

９

2.7（木）～2.20（火）

あいち女性面白マップ２０１９／ウィル２１フォーラム

10

2.27（木）～3.6（金）

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

カフェを創業したい、創業して間もない方のための『女性創業者向け交流会』～アイ
リス presents～」を開催します！／愛知県信用保証協会

【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（金）～11.30（土） 「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（水）～12.26（木） 「人権週間」パネル展示

「子どもの人権

ＤＶのこと」

なくそう！児童虐待」

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

4.18（木）～7.9（火）

２

7.10（水）～10.1（火） 性のトラブルで悩んでいませんか？

３

10.2（水）～1.23（木） これは、暴力

４

1.24（金）～3.6（金）

"働くママ"でＲｅｓｔａｒｔ！

～気づいて。あなたの身近にあるＤＶ～

父親のぼくができること～パートナーを応援し隊～

【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
7.12（金）～9.29（日）

内容
ライブラリーde ビンゴ

