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女性活躍応援メールマガジン（第 28 号）～平成 31（2019）年 1 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 28 号をお送りします。 
 
☆～～～～～～～～～～～～ 目次 ～～～～～～～～～～～～～～～～★ 
○男女生き活き地域活動フォーラム 参加者募集中！（1/19） 
○～夢と喜びを分かち合う～ 
 プチ起業 パートナー＆仲間づくり女子会の参加者を募集しています。 
○日本女性会議２０１９さのプレイベント開催について 
○生涯を通じた女性の健康を考える講座 受講者を募集しています。(2/2) 
○「平成 30（2018）年度生涯現役応援フォーラム」を開催します（2/12） 
○「とちぎの子ども・子育て支援条例」が本年１月１日から施行されました！ 
○「男性不妊医療講演会・個別医療相談会」を開催します（2/3） 
○「働き方改革セミナー」を開催します(2/5) 
★～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～☆ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝ 
○男女生き活き地域活動フォーラム 参加者募集中！（1/19） 
－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 県では地域における男女共同参画推進活動の活発化を図るため、 
「男女生き活き地域活動フォーラム」を開催します。 
 
 講師の岡崎さんは以前、茂木町に住んでいたことがあり、 
栃木県にも馴染みの深い方です。 
 また、益子町、真岡町などの住民参加型のまちづくりにも 
関わってきました。 
 コミュニティデザインという手法で、地域の課題や住民自身で 
解決できるようなまちづくりの担い手を支援する活動をしておられます。 
 
 お席に余裕がございますので、お知り合いをお誘い合わせの上、 
ぜひお越しください。 
 みなさまのご来場をお待ちしています！ 
 
●日時 平成 31(2019)年 1 月 19 日（土） 13 時 00 分～16 時 00 分 



●場所 パルティとちぎ男女共同参画センター ホール 
●内容・男女生き活き地域活動コンテスト 表彰式 
   ・男女生き活き地域活動コンテスト 受賞事例発表 
   ・講演会「地域活動において女性が活躍するためのヒント」 
    講師 東北芸術工科大学コミュニティデザイン学科長/准教授 
     岡崎エミさん 
   ・交流会 
●対象 どなたでも 
●参加費 無料 
 
詳細はこちらから↓  
http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=684 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝ 
○～夢と喜びを分かち合う～ 
 プチ起業 パートナー＆仲間づくり女子会の参加者を募集しています。 
－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
いつか叶えたいワタシのお店。ワタシらしい働き方。 
でも１人じゃ不安。仲間が欲しい・・・ 
そんなアナタの為の女子会です。是非御参加ください。  
 
● 日時 平成 31 年２月９日（土） 13:30～15:30 
● 内容 ・先輩起業家トークセッション 
     ・マッチングワークショップ 
     ・仲間づくり交流会 
● コーディネーター （一社）スリーアクト代表理事 浅野 裕子氏 
● 場所 パルティ とちぎ男女共同参画センター 
● 参加費 無料 
● 参加対象 趣味や特技を活かした仕事をしたい、 
  いつか「自分のお店を持ちたい」といった意欲や興味のある女性 
 
詳細はこちら↓ 
http://www.parti.jp/kouza/index_17.html 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○日本女性会議２０１９さのプレイベント開催について 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 平成 31 年(2019 年)2 月 2 日（土）に佐野市文化会館において 



落合恵子さんをお招きし、「日本女性会議２０１９さのプレイベント」を開催いたします。 
皆様のお越しをぜひお待ちしております！ 
 
日時：２月２日（土）午後１時から（開場は１２時３０分から） 
場所：佐野市文化会館大ホール(佐野市浅沼町 508-5) 
講師：作家・クレヨンハウス主宰 落合恵子氏 
演題：女の居場所…過去、現在、そして明日へ 
 
※ 詳細については、大会ホームページ「プレイベント」の項目をご覧ください。 
（日本女性会議専用ホームページ）https://jwc2019sano.jp/ 
 
▼問合せ・応募先  
 日本女性会議２０１９さの実行委員会 事務局 
 〒327-0398 佐野市田沼町 974 番地 3（人権・男女共同参画課内） 
       電話番号 0283-61-1140 ＦＡＸ 0283-61-1142 
       メール danjokakari＠city.sano.lg.jp 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○生涯を通じた女性の健康を考える講座 受講者を募集しています。(2/2) 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
ずっと輝いて生きるために・・～女性ホルモンで健康とキレイを手に入れよう～ 
というテーマで、あらゆるライフステージにおいて心身ともに明るく 
健康な生活を送るための知識やヒントなどを学びます。是非御参加ください。  
 
● 日時 平成 31 年２月２日（土） 15:00～16:45 
● 場所 パルティ とちぎ男女共同参画センター 
● 講師 対馬ルリ子女性ライフクリニック銀座院長 対馬 ルリ子氏 
● 対象 どなたでも 
● 参加費 無料 
 
詳細はこちら↓ 
http://www.parti.jp/kouza/index_03.html 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「平成 30（2018）年度生涯現役応援フォーラム」を開催します（2/12） 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 
 県では生涯現役社会の機運を高めていくため、高齢者の生きがいづくりと 



地域・人とのつながりをテーマとするフォーラムを開催します。 
 フォーラムでは、若宮正子氏による基調講演を予定しています。 
 若宮氏は、都市銀行を定年退職された後、パソコンを独学で習得。 
 81 歳から iPhone アプリの開発を始め、シニアも楽しめるゲームアプリ 
「hinadan」をリリースされました。 
 2017 年 6 月には、アップル社の世界開発者会議に特別招待され、 
ティム・クックＣＥＯから最高齢プログラマーとして紹介された女性です。 
 また、県内の地域で活躍されるシニアを招いた座談会も予定しています。 
 皆様の御来場をお待ちしております。 
 
●日時   平成 31（2019）年 2 月 12 日（火） 13：30～15：40 
●場所   とちぎ健康の森 講堂（宇都宮市駒生町 3337-1）  
●内容 
【基調講演】 
  テーマ 人生 100 年時代を楽しく生きる方法 
  講師 NPO 法人ブロードバンドスクール協会理事 若宮正子氏 
【座談会】 
  テーマ 人生１００年時代を迎えるために大切なこと 
●対象   興味のある方はどなたでも 
●定員   ４００名（先着順） 
●参加方法 参加費は無料ですが、事前のお申込みが必要になります。  
 
フォーラム内容、申込方法等の詳細はこちらから↓ 
 http://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/kouhou/30shougaigeneki-forum.html 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「とちぎの子ども・子育て支援条例」が本年１月１日から施行 
されました！ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 県では、とちぎの子ども・子育て支援条例を制定し、県民総ぐ 
るみで結婚から妊娠、出産、子育てまでの支援に取り組みます。 
 
条例の内容等はこちらから↓ 
【http://www.pref.tochigi.lg.jp/e06/kodomo-jourei.html】 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「男性不妊医療講演会・個別医療相談会」を開催します（2/3） 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 



 県では、住民及び不妊治療関係者へ男性不妊治療の理解促進を図るため、 
男性不妊医療講演会・個別医療相談会を開催します。 
 皆様の御来場をお待ちしております。 
 
●日時 ２月３日（日） 13:30～17:00（開場 13:15） 
●場所 とちぎ男女共同参画センター ホール （宇都宮市野沢町４－１） 
●内容 
【医療講演会】13:30～15:00 
『聴きたくても聴けなかった･･･。今話題の男性不妊とブライダルチェックのこと！』 
 講師:山王病院リプロダクションセンター 男性不妊部門長、国際医療福祉大学男性リプ

ロ部門 教授、 
    一般社団法人日本生殖医学会 生殖医療専門医 岩本 晃明 氏 
『妊活中のカップルの皆さんへ ～男性不妊治療の実際～』 
 講師:筑波学園病院泌尿器科 医長、一般社団法人日本生殖医学会 生殖医療専門医、 
    栃木県不妊専門相談センター不妊専門相談員 山崎 一恭 氏 
     
  
【医師の個別相談会】15:15～17:00 
 ＊事前の電話予約が必要です。栃木県不妊専門相談センターへお申し込みください。 
●申込方法 栃木不妊専門相談センターへ電話、ＦＡＸまたはメールでお申し込みくださ

い。 
      個別相談会へ参加される場合は、電話にてお申し込みください。（仮名申込可） 
●申込期限 ２月１日（金） 
 
チラシ、申込方法等の詳細はこちらから↓ 
【http://www.pref.tochigi.lg.jp/e06/h30danseifunin_kouen_soudan.html】 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「働き方改革セミナー」を開催します。(2/5) 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 働き方改革セミナーを開催します。  
 第１回より 30 分拡大してお送りいたしますので、 
前回来られなかった方はぜひご参加ください。 
 入場無料となっておりますので、お気軽にお申し込みください。 
 皆様のご参加を心よりお待ちしております。 
 
○日時 2019 年 2 月 5 日(火)16：00～18：30  



○場所 当事務所太田オフィス（群馬県太田市東別所町 88-6）セミナールーム 
○対象 どなたでも 
○参加費 無料 
※FAX にて事前申込をお願いします。 
 
詳細はこちらから↓ 
http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=678 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
「女性活躍応援メールマガジン」第 28 号をお送りしました。 
 
 お正月は心身ともにリフレッシュできたでしょうか。 
 箱根駅伝では白熱の首位争いを繰り広げるなど、盛り上がりましたね。 
 
 １月１９日は「男女生き活き地域活動フォーラム」が開催されます。 
 県内で地域活動に取り組む方々の発表や、数々のまちづくりに関わってきた方の 
講演会など盛りだくさん！ぜひ御参加ください。 
 
 本年もどうぞよろしくお願いいたします(^_^) 
  
 次号は、２月１４日（木）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 
★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆ 


