＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
女性活躍応援メールマガジン（第 25 号）～平成 30（2018）年 10 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 25 号をお送りします。
☆～～～～～～～～～～～～ 目次 ～～～～～～～～～～～～～～～～★
○「男女生き活き企業」表彰 受賞企業決定！
○「とちぎウーマンナビ」に ONE-UP！WOMAN インタビュー追加！
○フェスタ in パルティ 2018 を開催します！（11/17）
○女性への暴力を考える講演会 受講者募集中です！（11/10）
○男性の働き方見直し講座

受講者募集中です！（12/1.8）

○パルティキャリア塾Ⅱ 仕事に生かす！アドラー心理学講座（全２回）
○「キャリア・マネジメント講座（全２回）
」を開催します。
○「楽家事でワーク・ライフ・バランス！」
男女共同参画推進セミナーを開催します（11/2）
○平成 30 年度真岡市男女共同参画社会づくり講演会のお知らせ
★～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～☆
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝
○「男女生き活き企業」表彰 受賞企業決定！
－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
「男女生き活き企業表彰」の受賞企業が決定しました！
なお、表彰式は 11 月 8 日(木)開催の「とちぎ女性活躍
応援フォーラム 2018」において行います。
みなさまのご来場をお待ちしています！
●ジョイコム株式会社（宇都宮市）
・男女問わず多くの社員が外部研修参加助成制度を活用して
キャリアアップのための研修等を積極的に受講しており、
現在は管理職（リーダー職以上）の４割以上が女性である。
・法定を上回る育児休業制度（最大で子が満３歳になるまで
取得可能）を整備している。
・法定を上回る育児短時間勤務制度（養育する子が小学校３年生
まで利用可能、小学校就学前までは最大で短縮４時間勤務が
可能）を整備している。

●ＨＡＭＡ ＴＥＣ株式会社（宇都宮市）
・女性社員総数が少ない中、個別面談を踏まえて各々の意向に
応じた研修を実施し、１名を管理職（課長）に登用するなど、
計画的に女性社員のキャリアアップを進めている。
・国の助成制度を有効に活用して、育児休業者の円滑な職場復帰や
社員の仕事と介護の両立を支援するための体制を整備している。
・有給休暇の“見える化”を図るために給与明細に有給休暇の
取得日数及び残日数を明示するなど、独自の取組により
有給休暇の取得を奨励し、成果を上げている。
●株式会社ハヤブサドットコム（宇都宮市）
・管理職（店長以上）の４分の１以上が女性であり、育児で
短時間正社員制度を利用する女性社員も管理職に登用するなど、
柔軟なスタンスで女性社員のキャリアアップを推進している。
・法定を上回る短時間正社員制度（養育する子が中学校就学の
始期に達するまで利用可能）を整備している。
・
「育児休業給付金」と賃金との差額を補填する制度により、
休業中の所得減を懸念する男性社員の育児休業取得を
後押ししており、男性１名の取得実績を上げている。
とちぎウーマンナビ掲載ページはこちらから↓
http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=590
「とちぎ女性活躍応援フォーラム 2018」の詳細はこちらから↓
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、建設業界で働く女性。
同じ業界や業種で働く女性に向けたメッセージも頂きました！
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=13
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝
○フェスタ in パルティ 2018 を開催します！（11/17）
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝
つながろう 笑顔で、つなげよう 未来へ。
県内で元気に活動しているグループたちが集います。
ワークショップや発表・寸劇・展示、お子さんと一緒に
楽しめるコーナー、手作り品や食品の販売、
ダンス・パフォーマンスなど、笑顔のイベント満載です！
（入場無料・申込不要）
●日時 １１月１７日（土）午前１０時～午後３時
●会場 パルティとちぎ男女共同参画センター（宇都宮市野沢町４－１）
●お問合せ パルティとちぎ男女共同参画センター
（０２８－６６５－８３２３）
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝
○女性への暴力を考える講演会 受講者募集中です！（11/10）
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝
女性への暴力を考える講演会
「心の傷からの回復～モラルハラスメントを考える～」
モラルハラスメント（精神的暴力）はＤＶの一つの形態です。
本講演会を通じてモラルハラスメントの実態を知り、
その被害が及ぼす影響や傷ついた心の回復について一緒に考え、学んでみませんか。
●日時 １１月１０日（土）午後１時３０分～午後３時３０分
●会場 パルティとちぎ男女共同参画センター
●講師 中島 幸子 氏（ＮＰＯ法人レジリエンス代表）
●対象 どなたでも
●定員 １００名（申込先着順）
●受講料 無料
詳細・お申し込みはこちら↓
http://www.parti.jp/kouza/index_02.html
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝

○男性の働き方見直し講座

受講者募集中です！（12/1.8）

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝
男性の働き方見直し講座
「オトコの家事・介護～知ってよかった「キホンのキ」～」
高齢化が進む現在、突発的に親や配偶者の介護に直面するかも
しれません。介護や家事の知識を身につけ、仕事と家庭の両立や
自分自身のライフプランについて考えてみませんか。
●日時 【第１回】１２月１日（土）午後１時００分～午後４時３０分
【第２回】１２月８日（土）午前１０時００分～午後２時００分
●会場 パルティとちぎ男女共同参画センター
●内容 【第１回】
「知ってトクする！介護の基本とワーク・ライフ・バランス」
「介護体験」
【第２回】
「手軽で簡単、男の手料理！パパッとキッチン」
※通常食と介護食の調理実習
●対象 近い将来介護を担うことが見込まれる世代の男性
●定員 ３０名（申込先着順）
●受講料 無料（第２回のみ材料費）
※講座申込みは、どちらかのみでも可。
詳細・お申し込みはこちら↓
http://www.parti.jp/kouza/index_04.html
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝
○パルティキャリア塾Ⅱ 仕事に生かす！アドラー心理学講座（全２回）
－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
自分も相手も認める「勇気づけ」で、対人関係がラクになる。
元気に働くコツを学びます。
１

日時：①平成 31 年 1 月 19 日(土) ②平成 31 年 1 月 26 日(土)
両日とも 10:00～15:00

２

内容
講師：アドラー心理学勇気づけトレーナー 産業カウンセラー 北村 優子

1. 起きてしまったことの原因追究ではなく、未来へ目を向ける「目的論」で問
題を解決しよう。

2. 信頼を築くコミュニケーションの心構え、
「聴く」
・
「話す」スキルを身に
つける。
3. 「イライラや怒りなどの感情」をコントロールする。ありのままの自分を認
め、前向きに物事をとらえるには？
4. 自分の考え方や物事のとらえ方や、「自分の癖」から自由になろう。
5. まず、自分の心に優しい言葉をかけてみよう。
6. 勇気づけで自信がつく！幸せ感アップ！
３

対象：２回とも受講可能な女性

４

定員：25 名

５

受講料 4,000 円

６

申込締切：12 月 11 日(火)

７

その他：満 1 歳以上の保育あり（1 名 1 回 200 円）

申込方法等の詳細はこちら（↓）を御覧ください。
www.parti.jp/kouza/index_09.html
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝
○「キャリア・マネジメント講座（全２回）
」を開催します。
－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
平成 30 年度日光市「女性の活躍」応援プロジェクト
「キャリア・マネジメント講座（全２回）」を開催します。
演

題：①ヒューマンスキル（対人関係力）向上研修
：②強みを活かす戦略的キャリア研修

日

時：①１１月１日（木）午後１時００分～４時３０分
②１１月１３日（火）午後１時３０分～４時３０分

ところ：日光商工会議所今市事務所２階会議室
講師：
（株）あしぎん総合研究所 野内 比佐子（やない ひさこ）氏
対象者：市内で勤労中の女性、市内在住の女性等
定

員：３０名

参加費：無料
申込期限：１０月１８日（木）
申込方法：電話、郵送、ＦＡＸ、またはメール
詳しくはこちらから↓
http://www.city.nikko.lg.jp/jinkendanjo/jyoseinokatuyakusuisinn.html

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－－＝－
○「楽家事でワーク・ライフ・バランス！」
男女共同参画推進セミナーを開催します（11/2）
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝
下野市では、家事ジャーナリストの山田亮氏を講師にお招きして、
家庭からのワーク・ライフ・バランスの実現をテーマに
男女共同参画推進セミナーを開催します。
日頃の家事を、もっと楽しくみんなで楽にできる秘訣を、
主夫ならではの視点で自身の家事や子育て経験、持ち込まれた
家事相談をもとに 90 分お話いただきます。
皆様お誘いあわせのうえ、ご参加ください。
○日時 11 月 2 日（金）午後 1 時開場
○講師 山田 亮 氏（やまだりょう）
家事ジャーナリスト・スーパー主夫
○場所 下野市 3 階会議室
○定員 200 名 先着順・事前申込制・参加無料
○その他 託児有
↓詳細はこちら↓
http://www.city.shimotsuke.lg.jp/0813/info-0000005231-3.html
－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
○平成 30 年度真岡市男女共同参画社会づくり講演会のお知らせ
－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
真岡市では、男女が家庭、地域、職場において、
いきいきと活躍する男女共同参画社会を目指して講演会を開催いたします。
多くの皆様のご来場を心からお待ちしております。
【日時】平成 30 年 11 月 15 日（木）午後６時開場／午後６時３０分開会
第 1 部 真岡市男女共同参画推進事業者表彰
第 2 部 講演“転んだら、どう起きる？”
講師：宇梶(うかじ) 剛士(たかし)氏（俳優）
【会場】市民“いちご”ホール（真岡市民会館）大ホール 全席自由 入場無料
【主催】真岡市・芳賀郡市 PTA 協議会、真岡市 PTA 連絡協議会・
真岡市子ども会育成会連絡協議会

詳しくは、真岡市ホームページへ↓
http://www.city.moka.lg.jp
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
「女性活躍応援メールマガジン」第 25 号をお送りしました。
本文中でもご紹介しましたが、11 月 8 日(木)は
「とちぎ女性活躍応援フォーラム 2018」を開催します。
この機会に男女共同参画、女性活躍推進について考えてみませんか？
まだまだ受付中のため、ぜひご参加ください！
次号は、１１月１４日（水）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
★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆

