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女性活躍応援メールマガジン（第 32 号）～令和元（2019）年 5 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 32 号をお送りします。 
 
☆～～～～～～～～～～～～ 目次 ～～～～～～～～～～～～～～～～★ 
○「男女生き活き企業」認定企業、「とちぎ女性活躍応援団」 
 登録企業は、保証料率の割引を受けられます！ 
○男女生き活き地域活動コンテスト候補事例募集中！ 
○「男女共同参画社会を考える“とちぎ県民のつどい”」を開催します！(6/22) 
○「エクセル・ワード基礎編 平日コース」を開催します(全 6 回) 
○「だから農業は面白い（女性農業者取組事例集）」を作成しました！ 
○「女性の地域活動推進セミナー（女性教育指導者研修）（全 8 回）」を開催します 
○小山市男女共同参画フェアを開催します（6/22） 
○女子高生サマーセミナーを開催します（8/7） 
★～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～☆ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「男女生き活き企業」認定企業、「とちぎ女性活躍応援団」 
 登録企業は、保証料率の割引を受けられます！ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 栃木県信用保証協会において、保証料率の優遇制度 
「健康・働き方応援保証“はつらつ”」を運用しております。 
 
 国の認定などを条件に、企業が金融機関から融資を受ける際の 
信用保証料率を最大 20％割り引く制度で、 
「男女生き活き企業」認定企業及び「とちぎ女性活躍応援団」 
登録企業も割引の対象となります。 
（「男女生き活き企業」認定企業＝20％割引、 
「とちぎ女性活躍応援団」登録企業＝15％割引） 
 
 ぜひ御活用ください。 
 
 また、「男女生き活き企業」の認定企業に対しては、この他にも 
インセンティブを設けております。是非、認定を目指してください。 



 
※「健康・働き方応援保証“はつらつ”」制度の詳細については、 
 栃木県信用保証協会にお問い合わせください。 
 
詳しくはこちらから↓ 
http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=410 
リーフレットはこちらから↓ 
http://www.cgc-tochigi.or.jp/data/wp-content/uploads/hatsuratsu.pdf 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○男女生き活き地域活動コンテスト候補事例募集中！ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
栃木県では、地域において男女共同参画社会を推進する活動を募集し、 
優れた取組を表彰しています。 
次のとおり候補事例を募集しますので、ぜひ御応募ください！ 
 
●対象 
・地域における男女共同参画社会の推進に貢献する活動 
・個人、団体不問 
・過去２ヵ年度以内の活動 
 
●表彰数 
 優秀賞３件程度 
 
●募集期間 
 平成 31(2019)年４月１０日（水）から６月１０日（月） 
 
●要綱、応募用紙等 
 ・実施要綱 
 ・実施要領 
 ・応募用紙（様式１） 
 ・男女生き活き地域活動コンテストチラシ 
 ※下記のリンク先からダウンロードできます  
 
●審査基準 
 地域貢献度、波及性、モデル性、独自性を評価し、優秀賞を決定します。 
 



●表彰式 
 日時：９月上旬 
 場所：栃木県庁 
 
実施要綱や応募用紙等、詳しくはこちらから↓ 
http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=761 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「男女共同参画社会を考える“とちぎ県民のつどい”」を開催します！(６/22) 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
毎年６月 23 日～29 日の 1 週間は、「男女共同参画週間」です。 
下記の通りイベントを開催します！ 
 
●日程 ６月 22 日(土) 
 
●場所 パルティ男女共同参画センター(パルティホール) 
 
●内容 
    10:30～    地域活動発表 
    13:00～14:30 アパショナータ代表 パク・スックチャさん講演会 
     「アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見） 
           ～それって本当に正しいの？見方を変えたら世界が変わる～」 
 
●定員 300 名 
 
●参加費 無料 
 
●申込締切 当日受付もできますが、事前申込をおすすめします。 
      保育締切は６月７日(金)です。 
 
詳細・お申し込みはこちら↓ 
http://www.parti.jp/kouza/index_02.html 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「エクセル・ワード基礎編 平日コース」を開催します(全 6 回) 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
エクセルとワードを今よりもっと使いこなして、再就職活動や 
社会活動への参画にチャレンジしましょう！ 



わかりやすいテキストと実習をふんだんに取り入れたレッスン構成で、 
ベテランのパソコンインストラクターが分かりやすく丁寧に指導します。 
託児付き講座なので小さなお子さんのいる方も安心です。 
 
開催日 6/26（水）～28（金）、7/3（水）～5（金） 
● 時間 10：00～12：00  
● 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） 
● 対象 マウス操作と文字入力が可能な方 
● 定員 20 名 
● 受講料 7,000 円（別途教材費） 
● 申込締切 5/28（火） 
 ※定員を超えるお申込みの場合は、抽選となります。  
  
講座内容、申込方法等の詳細はこちらから↓ 
http://www.parti.jp/kouza/index_18.html 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「だから農業は面白い（女性農業者取組事例集）」を作成しました！ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
  職業選択の一つとしての農業を紹介し、新たな女性農業者の確保育成に 
つなげるとともに、農業のイメージアップを図るため、県内でいきいきと活躍する 
女性農業者の取組を紹介する冊子「だから農業は面白い（女性農業者取組事例集）」 
を作成しました。 
 
HP に冊子を掲載しましたので、以下の URL から御覧ください！ 
http://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/gizyutu/dakaranougyouhaomoshiroi.html 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「女性の地域活動推進セミナー（女性教育指導者研修）（全 8 回）」を開催します 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 栃木県総合教育センターでは、地域活性化のための団体活動等の在り方について 
学び、社会参画に必要なスキルの向上を図るとともに、指導者としての資質の向上を目指す 
女性の地域活動推進セミナー（女性教育指導者研修）を実施しております。 
 セミナーの申込みをお待ちしております。 
 
●日時 7/16,7/17～11/25 までに 1 回,8/22,9/26,10/15,11/26,12/11,1/15 10:00～16:00(受
付 9:30) 
●場所 栃木県総合教育センター 他  



●内容 
 (1)女性教育活動の現況       (2)団体活動の意義  (3)団体活動に必要な実務

的技術 
 (4)団体活動と地域社会との関わり方 (5)グループ別課題研究  等 
●定員   30 名 
●申込期限 ６月 10 日（月） 
 
セミナー内容、申込方法等の詳細はこちらから↓ 
【https://www.tochigi-edu.ed.jp/rainbow-net/h31kensyu】 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○小山市男女共同参画フェアを開催します（6/22） 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 6 月 23 日から 6 月 29 日は、国の男女共同参画週間です。 
この週間に合わせ、小山市では祝小山市制 65 周年 第 17 回男女共同参画フェアを開催し

ます。 
基調講演に、小山評定ふるさと大使でヴァイオリニストの上保 朋子さんをお迎えします。

「笑いと愛と音楽」と題して、芸術家の観点から楽しく語っていただきます。 
パネルディスカッションでは様々な分野において第一線でご活躍されている方々をお呼び

して、「女性が社会で活躍するためには」をテーマに討論していただきます。 
白鴎大学ハンドベルクワイアによる演奏や小山市ワーク・ライフ・バランス推進事業者認定

証交付式、小山市男性職員による育児休業体験発表もあります。 
皆様のご来場を心よりお待ちしております！ 
 
●日時  6 月 22 日（土）13 時 00 分～15 時 45 分 
●会場  小山市立文化センター小ホール（小山市中央町 1-1-1） 
●入場料 無料 ※先着 200 名様 
●その他   ・手話通訳あり 
・託児あり  
・雇用保険受給中の方には受講修了書の交付あり 
・開運おやま健康マイレージ対象事業（２ポイント） 
・市内授産施設の販売（パンやお菓子など） 
・被災地応援募金・物産販売(東松島市・熊本県) 
 
託児をご希望の方は 6 月 14 日（金）までに小山市役所男女共同参画課までお申込みをお願

いします。 
 



チラシ、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/16/215732.html 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○女子高生サマーセミナーを開催します（8/7） 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
～自分の人生の主人公はワタシ。将来なりたい自分になるために。 
新しい時代を生きる女子のためのキャリア講座です～ 
 
自身が希望する職業に就き、キャリアを継続して活躍できる機会を提供することを目的と

して、今年度より新たに、女子高生サマーセミナーを開催します。 
高校生という時期は、具体的なキャリアプランを考えるタイミングです。 
働く女性を取り巻く社会環境や女性のライフコースにおいて直面する課題について知識を

得ると同時に、実際にそれらを乗り越えてきた女性たちの経験談や話し合いを通し、将来の

進路や職業観の形成に必要な視点を養いましょう！ 
 
●日時  8 月 7 日（水）13 時 30 分～15 時 45 分 
      第１部：講演会とパネルディスカッション 
      第２部：グループワークと交流会 
●対象  女子高校生 
（市内高校等に在学、または市内在住で市外高校等に在学） 
●会場  小山市役所大会議室（小山市中央町 1-1-1） 
●定員  30 名 
 
※5 月 31 日（金）までに、小山市役所男女共同参画課まで電話またはホームページからＱ

Ｒコードの応募フォームで申込みをお願いします。 
 
チラシ、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/16/214560.html 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
「女性活躍応援メールマガジン」第 32 号をお送りしました。 
 
さて、10 日間のＧＷではいかがお過ごしでしたか？ 
リフレッシュすることも時には大切ですね♪ 



お仕事に励まれた方も、お疲れさまでした！ 
 
また、本文中でもご紹介しましたが、「男女生き活き地域活動コンテスト」の事例を募集し

ています！ 
職場や家庭だけでなく、地域における男女共同参画も推進していきましょう。 
 
 
 次号は、６月１４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 
★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆ 


