
●終了した講座・イベント（2021年度） 

 

講座、セミナーー 

【前期男女共同参画セミナー】 

睡眠障害へのアプローチ 

不眠を始めとする睡眠障害は、放置していると日常
生活に支障をきたし、様々な病気を発症するリスクも
高まると考えられている。 

睡眠障害の正しい知識や付き合い方を学ぶセミナー
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 

６／２７（日） 
１４:００～１６:００ 

－ 
中山明峰（仁愛診療所睡眠医
療センター・センター長） 

 

今、話題の「ほめ達」を楽し
く体感！～自分も人も大切
に！ほめる・認めるコミュニ
ケーション～ 

「ほめ達」とは、承認型コミュニケーション。 家族
や友人、初対面の人とも親密度を深められるスキルだ
けでなく、自分の心を癒して、 より元気にする方法を
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 

７／３（土） 
１４:００～１６:００ 

－ 

服部美記 
（（一社）日本ほめる達人協会 
特別認定講師、国家資格キャ
リアコンサルタント） 

 

健康と美容 楽しく生きる！ 
健康と美容の基本は食べること。 健康で充実した生

活をおくるために知っておきたいことを学ぶセミナー
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 

７／１０（土） 
１４:００～１６:００ 

－ 
福谷貴美子 
（名古屋文化短期大学教授、
栄養士） 

 

【後期男女共同参画セミナー】 

 

 

良好な人間関係づくりに役立
つ「メンタリング」入門 

良好な人間関係づくりに役立てるため、「人と人との
対話」である「メンタリング」を実感して、コミュニ
ケーションの基本を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 
（別途資料代：６００円） 

日時 テーマ 講師 

２／５（土） 
１４:００～１６:００ 

－ 
川口佳浩（（特非）日本メンタ
ー協会公認講師） 
※オンライン登壇 

親子セミナー 
地元の木材を使用した世界で一つだけのマイスプー

ン・フォークを製作。親子で「つくる時間」を楽しむ
セミナーを開催した。 

対 象：小学生のお子さんと 
保護者 

定 員：１０組２０名 
参加費：６００円 
（別途材料費：２，４００円） 

日時 テーマ 講師 

２／６（日） 
１４:００～１６:００ 

親子でつくるスプーン・フォーク 
～奥三河で育った桜の木を使用して～ 

青山和志（木と革 aoyama 木
工・家具作家） 



 

 

 

 

【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。 

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・オンライン 
コース＞ 
10/28(木)、11/18(木)、
12/16(木)、1/27(木) 
9:20～16:50 

①期待される女性の活躍 

②女性管理職というキャリアを考える 

③女性管理職の品格・マナー 

④効果的なリーダーシップ 

⑤アクションプランについて 

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

「食品ロス」と私たちの未来
～“もったいない”のその先
へ～ 

ＳＤＧｓの具体的な目標に掲げられている「食品ロ
ス」の現状を知り、未来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：２５名 
参加費：６００円 

日時 テーマ 講師 

２／１２（土） 
１４:００～１６:００ 

－ 
小林富雄（愛知工業大学経営
学部教授） 

家族のケアを担う子どもたち
～ヤングケアラーに寄り添う
ために 

ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定される
家族の世話などを日常的に行っている子どもたちを指
す。その実情や課題を知り、支援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：２５名 
参加費：６００円 

日時 テーマ 講師 

２／１９（土） 
１４:００～１６:００ 

－ 
沖侑香里（静岡きょうだい会
代表） 
※オンライン登壇 

＜協働事業＞ 
公開講座/あいち女性連携 
フォーラム事業 
人生を描く！ライフデザイン
とポジティブ心理学 

自分らしい生き方・働き方を描き実現するための「ラ
イフデザイン」。ライフデザインを描くために必要な知
識やスキル、自分らしく働くヒントなどを、ポジティ
ブ心理学の視点を交えて学ぶセミナーを開催した。 

対 象：どなたでも 
定 員：１００人 
参加費：６００円 

日時 テーマ 講師 

２／２５（金） 
１３:３０～１５:３０ 

－ 
宗方比佐子（金城学院大学名
誉教授、宗方比佐子キャリア
心理学ラボ munelabo代表） 

生き方・活き方・逝き方を支
えることが私たちの介護 

鹿児島県内で小規模多機能型居宅介護など介護事業
を運営している講師を迎え、介護の現状について学ぶ
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 

３／５（土） 
１４:３０～１６:３０ 

－ 
中迎聡子（株式会社いろ葉代
表取締役）※オンライン登壇 



１
日 

＜１日・対面コース＞ 
10/29(金)、11/25(木)、
12/23(木)、2/3（木) 
9:20～16:50 

⑥アサーティブコミュニケーション 

⑦ロジカルシンキングに挑戦 

⑧先輩管理職に学ぶ部下のマネジメント 

⑨プレゼンの極意 

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ビジネ

スソリューションズ（株）カ

スタマーサービス部 カスタ

マーリレーション部門名古屋

116・ＩＰコールセンタ所長） 

長谷川美智子（（株）サンゲツ

総務部総務課担当課長） 

深尾奈美（日本特殊陶業（株）

人財開発部タレントアクイジ

ション課長） 

加藤信子（日本赤十字社愛知

県支部総務企画部赤十字会員

課長） 

半
日 

＜半日・オンライン 
コース＞ 
11/4(木)、12/2(木)、
1/13(木)、2/10(木) 
初日のみ 12:30～、 
13:20～16:50 

①先輩力を発揮してキャリアアップに挑戦 

②女性管理職というキャリアを考える 

③効果的なリーダーシップ 

④アクションプランについて 

⑤先輩管理職に学ぶ部下のマネジメント 

⑥プレゼンの極意 

⑦アサーティブコミュニケーション 

⑧アクションプラン発表会 

宗方比佐子（金城大学名誉教

授） 

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ビジネ

スソリューションズ（株）カ

スタマーサービス部 カスタ

マーリレーション部門名古屋

116・ＩＰコールセンタ所長） 

長谷川美智子（（株）サンゲツ

総務部総務課担当課長） 

深尾奈美（日本特殊陶業（株）

人財開発部タレントアクイジ

ション課長） 

加藤信子（日本赤十字社愛知

県支部総務企画部赤十字会員

課長） 

＜半日・オンライン 
コース＞ 
11/11(木)、12/9(木)、
1/20(木)、2/17（木) 
初日のみ 12:30～、 
13:20～16:50 

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 
 

日時 テーマ 講師 

１０／２２（金） 
１５:００～１８:００ 
 

第１部 セミナー＆ワークショップ 

コロナで大きく変わった？！職場でのコミュニケー

ションのあり方とサスティナブルキャリアを考える 

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 
１０／１４（木） 
９:２０～１２:２０ 
オンライン開催 

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） 

２ 
１０／１４（木） 
１３:４０～１６:４０ 
オンライン開催 

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） 

３ 
１０／２１（木） 
９:２０～１２:２０ 

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） 

４ 
１０／２１（木） 
１３：４０～１６:４０ 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） 

５ 
１１／１０（水） 
９:２０～１２:２０ 

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） 

６ 
１１／１０（水） 
１３：４０～１６:４０ 

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） 

 

【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 7/27（火） 
13:30～14:30 

大府市 イクメンという言葉を乗り越えて 
加藤正史（名古屋工業大学准
教授） 

２ 
9/10（金）～ 
9/16（木） 

西尾市 
※動画配信 

ココロもカラダも軽やかに 働く大人のマイン
ドフルネス 

宗方比佐子（金城大学名誉教
授・マインドフル・ブロッサ
ム代表） 

３ 10/9（土） 
10:00～12:00 

春日井市 笑育 いい親ではなく笑う親になろう 
荒巻仁（心理カウンセラー、
NPO 法人パパジャングル理事
長） 

４ 
10/21（木） 
14:00～15:00 

知立市 
女性が輝く社会をめざして 
～女性が元気に働き続けられる愛知に向けて～ 

佐々木奈々子（愛知県副知
事） 

５ 
11/6（土） 
13:00～15:00 

幸田町 
コロナ禍におけるＤＶ、子ども虐待、性犯罪の現
状と対策 

具ゆり（ウィメンズカウンセ
リング名古屋ＹＷＣＡ フ
ェミニストカウンセラー） 

６ 
11/6（土） 
10:00～12:00 

刈谷市 みんなの防災～知る・学ぶ・考えよう！～ 刈谷市赤十字奉仕団 

７ 
1/15（土） 
10:00～12:00 

岡崎市 
子どもにキレてしまいそうなとき 子育て中の
怒りをコントロールするために 

森﨑和代（フェリアン講師） 



８ 
1/17（月） 
15:30～16:30 

東郷町 みんなで目指すジェンダー平等 
吉田あけみ（椙山女学園大学
人間関係学部教授） 

９ 
1/22（土） 
10:00～12:00 

豊橋市 
※オンライン 

アンガーマネジメントを学ぼう 
寺田陽子（ワンネスサポート
代表） 

10 2/5（土） 
13:00～14:30 

豊田市 
※オンライン

有 

性別によらず、みんなが輝く社会づくりのための
ジェンダー平等 

束村博子（名古屋大学副総
長） 

11 
2/24（木） 
13:00～15:00 

南知多町 人生 100年時代～自分らしく生きるために～ 
伊藤静香（NPO 法人参画プラ
ネット常任理事、名古屋短期
大学非常勤講師） 

12 
2/27（日） 
14:00～16:00 

北名古屋市 
家族のキャリアを支える 家事シェアのトリセ
ツ 

三木智有（NPO法人 tadaima!
代表、家事シェア研究家、イ
ンテリアコーディネーター） 

13 3/5（土） 
14:00～15:30 

小牧市 
話し合える家族で生きる 
～男性の子育てとワーク・ライフ・バランス～ 

田村哲樹（名古屋大学大学院
法学研究科教授） 

※ 尾張旭市、飛島村は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止 

 

【協働推進事業】 

 

 

女性のための創業支援塾
2021 

セミナー 

対 象：創業に興味のある又
は創業後間もない女性 
定 員：３０人 
参加費：無料 

日時 テーマ ゲスト 

６／２（水） 
１５:００～１６:３０ 
オンライン開催 

女性向け創業セミナー 
－わたしらしい起業のはじめ方－ 
主催：（株）日本政策金融公庫 

久野美奈子（（特非）起業支
援ネット代表理事） 

あいち男女共同参画 
フォーラム 2021 

講演会 
対 象：どなたでも 
定 員：８００人 
参加費：１，０００円 

日時 テーマ ゲスト 

１１／２０（土） 
１３:２０～１５:４０ 

男女共同参画について語る～これから進む道～ 
第１部 
女流講談師から見た男女共同参画 
第２部 
ＳＤＧｓは未来の子どもたちのために 
 
 
主催：愛知県女性地域実践活動交流協議会（県が行う「男
女共同参画社会支援事業」を修了した者等で構成された
団体、または県が実施した国際交流女性海外派遣事業に
参加したもの等で構成された団体によって結成された
協議会） 

 
 
旭堂鱗林（講談師） 
 
百瀬則子（ワタミ（株）ＳＤ
Ｇｓ推進本部長） 

ウィルあいち交流ネット 
セミナー 

セミナー 

対 象：どなたでも 
定 員：１００人（会場参加） 
※アーカイブ視聴参加有り 
参加費：６００円 

日時 テーマ ゲスト 

２／２７（日） 
１４:００～１６:００ 

他人事（ひとごと）じゃない女性の貧困 一緒に考えて
みませんか 
 
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） 

樫村愛子（愛知大学文学部教
授） 



【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：２０人 
受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

１ ５／２８（金） 

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 ６／５（土） 

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） 

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 ６／２６（土） 

ＤＶについて 
具ゆり（認定フェミニストカ

ウンセラー） 

地域福祉と男女共同参画 後藤澄江（日本福祉大学教授） 

４ ７／１０（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 ８／７（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 ９／２５（土） 

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」） 

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） 

７ １１／６（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） 

８ ３／９（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。 

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 

１２／７（火） 
１４:００～１５:３０ 

コロナとジェンダー～女性リーダーは、新型コロナウイ
ルスにどう立ち向かったか～ 

日置雅子（特定非営利活動法
人ウィル 21フォーラム代表
理事、愛知県立大学名誉教
授） 

 

イベント 

【あいち国際女性映画祭２０２１】 

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２０２１】 

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 

１１／２０（土） 
９:００～１６:３０ 

２０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：３、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 6.22（火）～7.25（日） 男女共同参画のキホン 

２ 10.1（金）～10.31（日） みんなで！家事 

 

【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 4.13（火）～6.12（土） リーダー＝不安を解消しよう 

２ 6.13（日）～8.15（日） 男も女も考えたい、生理について 

３ 8.17（火）～10.10（日） 集まれ！！お仕事小説～均等法施行から３５年、女性の働き方を考える～ 

４ 10.12（火）～12.1（水） Let’s Men’s Cooking!! 

５ 12.2（木）～1.25（火） 渡る世間は付き合いばかり～錆びついたコミュ力を取り戻そう～ 

６ 2.2（水）～3.31（木） 身近な人との別れを乗り越える 

 

 

 

 

 



【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
換や交流の促進を図った。 

期間 テーマ／協働団体 

１ 4.1（木）～4.15（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（水）～8.13（金） 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 

３ 8.14（土）～8.28（土） 
STEREO REMOVE 学生運営委員 ステレオリムーブ課／愛知淑徳大学ジェンダー・女性学

研究所 

４ 9.16（木）～9.30（木） 女性創業者へのきめ細かなサポート／愛知県信用保証協会 

５ 1.12（水）～1.25（火） あいち女性面白マップ 2021／ウィル 21フォーラム 

６ 2.2（水）～2.16（水） ご存知ですか？「育児」+「介護」のダブルケア／一般社団法人ダブルケアパートナー 

７ 3.1（火）～3.17（木） 東日本大震災から 11年、被災地そして避難者の今／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 11.2（火）～11.30（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 12.4（土）～12.26（日） 「人権週間」パネル展「働く」と「人権」 

 

指定管理者コングレ・愛知グループ自主事業 

【お役立ち情報 発信ボックス】 

女性の活躍促進や男性の意識啓発などに役立つ、イベントや相談窓口などの情報を展示。 

期間 テーマ 

１ 4.8（木）～7.3（土） あなたのバランスで働こう。～Best Choice Your Work～ 

２ 7.4（日）～10.3（日） 父親のモヤモヤ解消します！～妻も子どもも自分も笑顔に～ 

３ 10.5（火）～1.9（日） 誰かに話してみませんか～身近な人からの暴力～ 

４ 1.12（火）～3.31（木） もっと知りたい！LGBT 

 

【子ども向け利用促進イベント ライブラリークエスト】 

貸出に応じてクエスト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 

7.15（木）～9.30（木） ライブラリークエスト 

 


