
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
女性活躍応援メールマガジン（第 24 号）～平成 30（2018）年９月発行～ 
 
 とちぎ女性活躍応援団の登録団体＆運営団体のみなさん、こんにちは。 
 女性活躍応援メールマガジンの第 24 号をお送りします。 
 
☆～～～～～～～～～～～～ 目次 ～～～～～～～～～～～～～～～～★ 
○「とちぎ女性活躍応援フォーラム 2018」を開催します(11/8) 
○「とちぎウーマンナビ」に ONE-UP！WOMAN インタビュー追加！ 
○Ｈ３０年度後期講座 受講者募集中です！ 
〇チャレンジショップ第２期オープン！（8/1～10/31） 
〇男の生活工房～作って食べて暖話して～ 
○「おやま女性活躍応援塾」を開催しました（8/21） 
○未来を拓くキャリアデザイン塾「トップセミナー・おやまイク 
ボス合同宣言」を開催します（10/9） 
○平成 30 年度「企業を成長に導く女性活躍促進セミナー」 
★～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～☆ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「とちぎ女性活躍応援フォーラム 2018」を開催します(11/8) 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 県では、「とちぎ女性活躍応援フォーラム 2018」を開催します。 
 男女がともに生き活きと活躍するためのヒントがいっぱいの 
イベントです！ 
 みなさんのご来場をお待ちしています！ 
 
●日時 11 月 8 日（木）14:00～16:30（開場 13:30） 
●場所 パルティ とちぎ男女共同参画センター 
●内容 
【第１部】「男女生き活き企業」表彰式 
 
【第２部】事例発表 
 「我が社における女性活躍推進・働き方改革 
 ～男女共に輝く職場を目指して～」 
 
【第３部】基調講演 



 「経営に活かす女性活躍推進」 
 講師：出口 治明 氏 
   (立命館アジア太平洋大学(APU)学長(ライフネット生命保険(株)創業者)) 
 
●定員 300 名(先着) 
●申込期限 10 月 31 日（水） 
 
フォーラム内容、申込方法等の詳細はこちら↓ 
http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=575 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「とちぎウーマンナビ」に ONE-UP！WOMAN インタビュー追加！ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
今回ご紹介するのは、昨年度の「男女生き活き企業」 
表彰企業で働く女性。 
 
隙間時間を使いキャリアアップにも挑戦されたそうです！ 
 
ぜひご覧ください♪ 
 
「ONE-UP！WOMAN インタビュー」はこちらから↓ 
http://www.tochigi-woman-navi.jp/interview/page.php?id=12 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○Ｈ３０年度後期講座 受講者募集中です！ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
パルティ（とちぎ男女共同参画センター、（公財）とちぎ男女共同 
参画財団）では、後期講座の受講者を募集しています。 
 
「男女共同参画セミナー公開講座」、「女性への暴力を考える講演会」、 
「生涯を通じた女性の健康を考える講座」、「男性の働き方見直し講座」 
など、そのほかにも様々な講座を開催しております。 
お申し込みをお待ちしております。 
 
後期講座各講座のお申し込み方法等の詳細はこちら↓ 
http://www.parti.jp/kouza/index.html 
 



後期講座案内チラシはこちら↓ 
http://www.parti.jp/kouza/data/h30kouki_kouzaannnai.pdf 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
〇チャレンジショップ第２期オープン！（8/1～10/31） 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 とちぎ男女共同参画センターでは、平成２８年度から女性活躍 
推進の一環として、商品等の販売や、カフェ・レストラン経営など 
の起業を目指す女性を対象としたチャレンジショップを開設してい 
ます。 
 今年度第２期の８月から１０月までは、次の店舗がオープンします。 
お近くにおいでの際は、ぜひお立ち寄りください。 
 
チャレンジショップ第３期（H30.11/1～H31.1/31）出店者さん募集中！！ 
 
●腸もみサロン Hygge(ヒュッゲ） 
  腸もみ施術、美腸アドバイスや関連商品の販売など 
  営業：水、木、金曜日 １２時～１８時まで 
     日曜日     １１時～１７時まで 
 ８月８日（水）からオープン 
 
 
※臨時で休業する場合があります。 
 
詳細はこちらから↓ 
http://www.parti.jp/katsuyaku/challenge_shop_2018%20.html 
募集案内はこちらから↓ 
http://www.parti.jp/katsuyaku/challenge_shop.html 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
〇男の生活工房～作って食べて暖話して～ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
身近な食材で手軽な料理、舌つづみと共に気軽な語らいを。 
料理の楽しさを体験してみませんか！ 
 
●日時 



 (1)10 月 27 日（土) 中華の達人が教える本格餃子 
   講師：学校法人 三友学園 校長 堀内 英夫  
 
 (2)11 月 10 日(土) ダシが決め手！和食の基本 
   講師：料理研究家 矢口 英子 
  
 (3)12 月 1 日(土) 簡単！おもてなしフレンチ 
   講師：フランス料理「馬車道」オーナーシェフ 落合 隆一 
 
 (4)12 月 15 日(土) 師走は手打ちうどん 
   講師：開運小山うどん会 会長 丸地 一夫 
 
 いずれも 10:00～14:00 
 
●会場   パルティとちぎ男女共同参画センター 
●対象   男性 
●受講料  2500 円（別途材料費 2,500 円 ※全 4 回分） 
●定員   25 名 
●一時保育 お子さんひとりにつき 1 回 200 円(満１歳以上の未就学児) 
●締切   9 月 26 日(水) 
 
申込方法等、詳しくはこちら↓ 
http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=572 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「おやま女性活躍応援塾」を開催しました（8/21） 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 小山市での女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を 
効果的かつ円滑に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に 
関する法律（平成 27 年 9 月 4 日法律第 64 号）第 23 条に基づき、 
おやま女性活躍応援塾を設置しました。 
 
●設置日 平成 30 年 8 月 21 日 
 
会議実績 
●日時 平成 30 年 8 月 21 日（火）13:30～15:30 



●場所 小山市役所 3 階大会議室 
●内容 
  ①小山市男女共同参画基本計画に基づく女性活躍推進の取組について 
  ②女性活躍推進に関する平成 30 年度事業について 
  ③各分野での女性活躍に関する意見交換 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○未来を拓くキャリアデザイン塾「トップセミナー・おやまイク 
ボス合同宣言」を開催します（10/9） 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 小山市では、働く場における男女共同参画を推進するため、 
経済産業団体等の協力を得ながら、経営者や人事管理担当者、従業員、 
市町民を対象としたトップセミナーを開催します。 
「元祖イクボス」として、NHK「クローズアップ現代」で特集された 
NPO 法人コヂカラ・ニッポン代表の川島高之さんをお迎えし、ライフ、 
ビジネス、ソーシャルの 3 つの視点や経験を融合させた講演会を開催します。 
また、「イクボス」の趣旨に賛同いただけた市内事業所の代表者と 
小山市長で、「おやまイクボス合同宣言」を実施します。 
 皆様の御来場をお待ちしております。 
 
●日時 10 月 9 日（火） 13:15～15:30（開場 12:55） 
●場所 小山市立文化センター小ホール 
●内容 
【第１部】おやまイクボス合同宣言 13:15～13:45 
     立会人：川島高之さん 
【第２部】講演会 13:50～15:30 
     「元祖イクボスが語る！ハイブリッド人生のすすめ」 
     講師：川島高之さん 
●定員  200 名 
●雇用保険受給中の方へ 「受講修了書」の交付が可能です。 
●託児を希望する方へ 10/2（火）までにお申し込みください。先着 10 名 
 
チラシ、申込方法等の詳細は小山市ホームページをご覧ください。 
↓こちらから 
http://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/16/2859.html 
 



＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○平成 30 年度「企業を成長に導く女性活躍促進セミナー」 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
企業における男女共同参画の推進、女性の活躍推進を図るため、 
管理職、人材育成推進者、チームリーダーを対象とした研修を実施します。 
 
【日時】平成 30 年 10 月 17 日(水)～10 月 18 日(木)１泊２日(日帰り参加も可能) 
 
【会場】１日目：放送大学東京文京学習センター(東京都文京区大塚 3-29-1) 
    ２日目：国立女性教育会館(埼玉県比企郡嵐山町菅谷 728) 
 
【内容】基調講演、パネルディスカッションやグループワークで、 
参加者の直面する疑問や課題に向き合い解決の方向を探ります。 
 情報交流会では、参加者同士による情報交換やネットワークづくりの 
場を提供します。 
 
【参加者】企業におけるダイバーシティ（女性の活躍促進）の推進者、管理職及びリーダー 
    （※）官公庁・独立行政法人の方も参加可能です。 
 
【定員】80 名 
 
申込方法等、詳細はこちらから↓ 
http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/index.php?c=13 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
「女性活躍応援メールマガジン」第 24 号をお送りしました。 
 
 平成 28 年 9 月 14 日に設立した「とちぎ女性活躍応援団」。 
 設立から２年で、応援団登録数は 703 団体(9/14 現在)となりました！ 
 
 これからも「とちぎ女性活躍応援団」をよろしくお願いします♪ 
  
 次号は、１０月１２日（金）発行予定です。 
  
☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～～★ 
【発行】 とちぎ女性活躍応援団事務局 



 栃木県 県民生活部 人権・青少年男女参画課 男女共同参画担当 
 〒320-8501 宇都宮市塙田 1－1－20 県庁本館７階 
  電話番号：028-623-3074 
  FAX 番号：028-623-3150 
  メールアドレス：seishonen-danjo@pref.tochigi.lg.jp 
★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆ 


