
●終了した講座・イベント（2020年度） 

 

講座、セミナー 

【前期男女共同参画セミナー】 

人生 100年時代 老後の生き
方 

少子高齢化や単身世帯化、地域コミュニティの希薄
化が進み、高齢者の「社会的孤立」が顕在化している。 
人生１００年時代と言われる今、 「孤立」を乗り越え、
どのように生きるのかを考えるセミナーを開催した。 

対 象：どなたでも 
定 員：２５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 

７／４（土） 
１０:３０～１２:３０ 

「無縁」を乗り越えるヒント～「無縁社会」の取材現
場から考える～ 

板垣淑子（NHK名古屋放送局報
道部チーフプロデューサー） 

７／４（土） 

１３:３０～１５:３０ 

定年後も生き生きと～映画「おっさんずルネッサンス」
の制作現場から考える～ 

髙野史枝（フリーライター・
ドキュメンタリー映画監督） 

 

もしかして、HSP（ひといちば
い敏感な人）？ 

５人に１人の割合でひといちばい敏感な気質を持っ
て生まれる HSP（Highly Sensitive Person）。HSP気質
を正しく理解してうまく付き合う方法や周りとより良
い関係を築く方法を学ぶセミナーを開催した。 

対 象：どなたでも 
定 員：２５人 
受講料：６００円 

日時 テーマ 講師 

７／２５（土） 
１４:３０～１６:３０ 

－ 
鷲津 秀樹（(同)ベルコスモ・
カウンセリング代表） 

 

仕事と人生を気持ちよく生き
るために 

精神疾患の患者数が増加傾向にある中、日々気持ち
よく過ごすために不可欠な、心と体の適切なメンテナ
ンスについて学ぶセミナーを開催した。 

対 象：どなたでも 
定 員：２５人 
受講料：１，０００円（２回
通し受講） 

日時 テーマ 講師 

８／８（土） 
１０:３０～１２:３０ 

社会でうまく生きる心のあり方 
大坪政也（こころと生活の相
談センターこもれび 心理カ
ウンセラー） 

８／８（土） 

１３:３０～１５:３０ 
心と体を癒す笑いの力 

万代京央子（(一社)岡山県笑
いヨガ協会代表理事） 

 

【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 
今、話題のアンコンシャスバ
イアス（無意識の思い込み）
～知る・気づく・対処する～ 

「無意識の思い込み」や「無意識の偏見」と表現さ
れる「アンコンシャスバイアス」。ダイバーシティ推進
には欠かせない、「アンコンシャスバイアス」について
理解を深めるセミナーを開催した。 

対 象：どなたでも 
定 員：５０人 
参加費：６００円 

日時 テーマ 講師 

３／５（金） 
１４:３０～１６:３０ 

－ 

守屋 智敬（（株）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） 
※オンライン登壇 



 

 

 

 

【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。 
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

全コースオンラインで開催した。 

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日・Ａコース＞ 
10/29(木)、11/19(木)、
12/17(木)、1/21(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 

中島美幸（愛知淑徳大学非常

勤講師） 

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

今日からはじめるセルフケア
～ヨガの動きと共に～ 

心や体が疲れてしまったとき、自分のできる範囲で
自分の面倒を見る「セルフケア」が重要である。心と
体をいたわる、セルフケアを学ぶセミナーを開催した。 

対 象：女性 
定 員：２０人 
参加費：１，０００円 

日時 テーマ 講師 

１／３０（土） 
１０:３０～１１:４５ 

－ 
サントーシマ香（ヨガ講師・
アーユルヴェーダセラピス
ト） 

コロナウイルス危機との闘い
の前線にいる女性たち 

世界的な新型コロナウイルスの感染拡大は、女性の
生活や雇用に大きな影響を与えている。新たな日常の
中で、女性の生活の変化、直面している問題や必要な
対応について考えるセミナーを開催した。 

対 象：どなたでも  
定 員：３０名 
参加費：６００円 

日時 テーマ 講師 

２／４（木） 
１４:００～１５:３０ 

－ 
村上 由美子（経済協力開発機
構（OECD）東京センター所長）
※オンライン登壇 

今こそ、腸活で免疫力アッ
プ！ 

体内で最大の免疫器官と言われる腸。腸の健康を保
つこと、すなわち「腸活」が、免疫力アップのカギと
なる。腸の仕組みや、毎日簡単に実践できる効果的な
腸活方法について学ぶセミナーを開催した。 

対 象：どなたでも 
定 員：２５人 
参加費：６００円 

日時 テーマ 講師 

２／２０（土） 
１４:００～１６:００ 

－ 
近藤美奈子（美腸トレーニン
グサロン Cherirオーナー） 

大作曲家を取り巻く女性たち
～チェロ演奏を聴きながら学
びましょう～ 

バッハの二人目の妻、シューマンの妻、モーツァル
トの姉等、大作曲家を取り巻く女性たちの隠れた楽曲
演奏を聴きながら、作曲家・演奏家におけるジェンダ
ーギャップについても学ぶセミナーを開催した。 

対 象：どなたでも 
定 員：２０人 
参加費：６００円 

日時 テーマ 講師 

３／１３（土） 
１４:００～１５:３０ 

－ 岩田彩子（チェリスト） 



 

＜１日・Ｂコース＞ 
10/30(金)、11/26(木)、
12/24(木)、1/28（木) 
9:20～16:50 

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 

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） 

 

ゲストスピーカー 

平林京子（（株）ＮＴＴマーケ

ティングアクト東海支店 Ｃ

ＲＭ推進部東海ＩＰコールセ

ンタ所長） 

北河広視（日本特殊陶業（株）

経営戦略本部経営企画部主

管）長谷川美智子（（株）サン

ゲツ総務部総務課担当課長） 

１ 

＜半日・Ａコース＞ 
11/5(木)、12/3(木)、
1/7(木)、2/4(木) 
13:20～16:50 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 

樋口貴子（（株）キャリアデザ

イン代表取締役） 

三井裕美（（株）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（（株）ＮＴＴマーケ

ティングアクト東海支店 Ｃ

ＲＭ推進部東海ＩＰコールセ

ンタ所長） 

北河広視（日本特殊陶業（株）

経営戦略本部経営企画部主

管）長谷川美智子（（株）サン

ゲツ総務部総務課担当課長） 

２ 

＜半日・Ｂコース＞ 
11/12(木)、12/10(木)、
1/14(木)、2/18（木) 
13:20～16:50 

女性管理職の交流カフェ 

起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、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

オンラインで開催した。 

対 象： 県内企業等で働く女
性管理職 
定 員：２４人 
 

日時 テーマ 講師 

１０／２３（金） 
１６:００～１９:００ 
 

第１部 セミナー＆ワークショップ 

『With コロナ時代で変わる「人と組織のあり方」と

「部下のマネジメント」について考える！』 

樋口貴子（（株）キャリアデザ

イン代表取締役） 

第２部 交流タイム 

講師を交えての懇談会 
― 

 

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 

日時 テーマ 講師 

１ 
１０／２２（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 
１０／２２（木） 
１３:４０～１６:４０  
名古屋会場 

面談スキル 

～部下が心を開くコミュニケーション～ 
市川麻波（office aim代表） 

３ 
１０／２８（木） 
９:２０～１２:２０ 
名古屋会場 

部下とのコミュニケーション 

～性別・世代等の違いによる効果的な伝え方のコツ

～ 

寺田陽子（ワンネスサポート

代表） 

４ 
１０／２８（木） 
１３：４０～１６:４０ 
名古屋会場 

これからのチームビルディング 

～ダイバーシティと職場風土～ 

中村英泰（（株）中部キャリ

アコンサルティング普及協

会 代表取締役） 

５ 
１１／５（木） 
９:２０～１２:２０ 
岡崎会場 

大切な社員を失わない！ 

～介護と育児に職場はどう向き合うか～ 

吉岡規子（アイ・スマイル社

会保険労務士法人代表） 

６ 
１１/５（木） 
１３:４０～１６:４０ 
岡崎会場 

相手を伸ばす、やる気にさせる指導法 

～解決志向を用いたアプローチ～ 

寺田陽子（ワンネスサポート

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。 

対 象：一般 
受講料：無料 

日時 
開催市町
村 

テーマ 講師 

１ 
7/4（土） 

13:30～15:30 
知多市 LGBT～聞いてみよう知ってみよう～ 特定非営利法人 ASTA 

２ 
10/24（土） 
10:00～12:00 

蟹江町 
心が通うコミュニケーション～人間関係を豊か
に～ 

堀江美穂（ZIP-FMミュージッ
クナビゲーター） 

３ 12/26（土） 
10:00～11:30 

長久手市 
※オンライン

同時開催 

地域の防災・災害対策について～男女共同参画と
防災～ 

荒木裕子（名古屋大学減災連
携研究センター特任准教授） 

４ 
1/21（土） 
14:00～16:00 

蒲郡市 
※オンライン

開催 

失敗しないメンタリング／メンター制度講座～
コミュニケーションを活性化し、話しやすい職場
づくりのために～ 

川口佳浩（特定非営利法人日
本メンター協会公認講師） 

５ 
2/14（日） 
10:00～11:30 

安城市 
※オンライン

開催 

発達障害を知ろう！～入門編～ 発達障害につい
て詳しく学んでみませんか？ 

増田憲子（愛知県医療療育総
合センター） 

６ 
2/27（土） 
10:30～12:00 

稲沢市 
「男性の育児」から見る男女共同参画～女性が本
当に活躍できる社会のために～ 

田村哲樹（名古屋大学大学院
教授） 

７ 3/6（土） 
14:00～16:00 

一宮市 
※オンライン

同時開催 
はじめて学ぶ LGBT 特定非営利法人 ASTA 

８ 
3/21（日） 
10:00～12:00 

岩倉市 
ポストコロナの暮らし方を考える～誰もが輝け
る社会を目指して～ 

日置雅子（愛知県立大学名誉
教授） 

※ 瀬戸市、新城市、弥富市、半田市、武豊町、扶桑町、豊明市は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため

開催中止 

 

 

 

 

 

https://www.aichi-dks.or.jp/image/pdf/satellite20201226.pdf
https://www.aichi-dks.or.jp/image/pdf/satellite20201226.pdf
https://www.aichi-dks.or.jp/image/pdf/satellite20210121.pdf
https://www.aichi-dks.or.jp/image/pdf/satellite20210121.pdf
https://www.aichi-dks.or.jp/image/pdf/satellite20210121.pdf


【協働推進事業】 

 

【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 
新型コロナウイルス
感染拡大防止のため
開催中止 

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 
稲波智子（愛知県県民文化局

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 ６／６（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） 

男性にとっての男女共同参画 
田村哲樹（名古屋大学大学院

教授）   

３ ６／２７（土） 

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（（株）愛知心理教育

ラボ代表取締役） 

４ ７／１１（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 ８／１（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 ９／２６（土） 

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） 

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」）          

７ １１／７（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（愛知大学名誉教

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） 

セミナー 
対 象：どなたでも 
定 員：５０人 
参加費：６００円 

日時 テーマ ゲスト 

２／２１（日） 
１４:００～１６:００ 

ルポ虐待 コロナ禍の中で考える児童虐待 
 
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） 

杉山春（ルポライター） 



８ ３／１０（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。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オン
ラインで開催した。 

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

日時 テーマ 講師 

３／１７（水） 
１４:００～１５:３０ 

コロナ禍と男女共同参画 ～新型コロナウイルスが女
性に与えた影響とは～ 

乙部由子（特定非営利活動法
人ウィメンズ・ボイス理事） 

 

イベント 

【あいち国際女性映画祭２０２０】 

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２０２０】 

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 

１２／１２（土） 
９:００～１６:３０ 

２２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：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 6.16（火）～7.19（日） どれだけ増えてる？育（イク）メン・介護（ケア）メン 

２ 10.1（木）～11.1（日） 
コロナが変えた・コロナで変える 仕事（ワーク)・生活（ライフ）・健康（ヘルス）

とジェンダー意識 

 

【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 5.20（水）～7.25（土） #MeToo のあと、おもうこといろいろ。それも女だから当たり前、ですか？ 

２ 6.2（火）～8.4（火） めざせ、リケジョ！～科学を味方に生きてみる～ 

３ 8.5（水）～10.11（日） 非正規労働で生き抜く 

４ 10.13（火）～12.5（土） オレたちの住処、もっと心地よく。 

５ 12.8（火）～1.26（火） あなたの旅の終わりを整えよう。～終活・相続・墓・モノとココロ～ 

６ 2.3(水)～3.31（水） 男も女も必見！更年期を乗り越える 



【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 4.1（水）～4.9（木） 「世界自閉症啓発デー」／あいち発達障害者支援センター 

２ 7.28（火）～8.9（日） 
「成年後見」って聞いたことありますか？／(公社）家庭問題情報センター名古屋ファミ

リー相談室成年後見部 

３ 8.13（木）～8.27（木） こんにちはあいちマザーズハローワークです／あいちマザーズハローワーク 

４ 9.10（木）～9.24（木） 
面会交流って、なぁに？／(公社）家庭問題情報センター名古屋ファミリー相談室面会

交流部 

５ 2.4（木）～2.18（木） あいち女性面白マップ２０２０／ウィル２１フォーラム 

６ 2.25（木）～3.11（木） 
東日本大震災から愛知に避難して早や１０年、避難者は今！／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 11.4（水）～11.29（日） 「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 12.1（火）～12.24（木） 「人権週間」パネル展示「みんなで考えよう！性的マイノリティと人権」 

 

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 4.14（火）～7.25（土） 困っていませんか？ひとり親家庭の支援あります 

２ 7.26（日）～10.11（日） 不安やつらい気持ちを抱えたあなたへ 

３ 10.13（火）～1.23（土） あなたは、悪くない。～あなたのこころとからだを守ろう～ 

４ 1.24（日）～3.31（水） 仕事と治療を両立する 

 

【ライブラリーdeわくわくすたんぷカード】 

貸出に応じてすたんぷカードにシールを貼り、特典グッズと交換できる、親子で参加可能なイベントを実施。 

期間 内容 

7.21（火）～9.30（水） ライブラリーdeわくわくすたんぷカード 

 


