
女性活躍応援メールマガジン（第 33 号）～令和元（2019）年 6 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 33 号をお送りします。 
 
☆～～～～～～～～～～～～ 目次 ～～～～～～～～～～～～～～～～★ 
○６月２３～２９日は「男女共同参画週間」です。 
○「イクメン応援講座」を開催します(全 3 回) 
○栃木県「企業の働きやすさ個別診断・改善応援事業」説明会のお知らせ 
○とちぎジョブモール主催  
 令和元年度ママのための就職準備講座開催のお知らせ 
○とちぎジョブモール主催 
 令和元年度女性のための就職＆キャリアセミナー開催のお知らせ 
○「日本女性会議２０１９さの」 申し込み開始！！（6/17～8/30） 
○佐野市・人権・男女共同参画課 主催 働きたいママの再就職準備セミナー 
 「新しい時代！新しい自分になるために！ 
  ～仕事の探し方からＰＲの仕方まで～」を開催します！ 
○「とちぎ市男女共同参画のつどい」を開催します（6/28） 
○(足利市)令和元年度 男女共同参画週間事業のお知らせ 
★～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～☆ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○６月２３～２９日は「男女共同参画週間」です。 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日である 
平成 11 年 6 月 23 日を踏まえ、毎年 6 月 23 日から 29 日までの 1 週間を 
「男女共同参画週間」としています。 
今年のキャッチフレーズは、 
「男女共同参「学」」、「知る 学ぶ 考える 私の人生 私がつくる」です。 
 
詳細はこちらから↓ 
http://www.gender.go.jp/public/week/index.html 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「イクメン応援講座」を開催します(全 3 回) 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 仕事も子育ても頑張りたいパパとママを応援！ 
 パートナーと一緒に、産後ケアや子育て、働き方について考えます。 



 ※希望の回のみの参加も可能です。 
 
● 開催日 ①7/27（土） ②8/24（土） ③9/28（土） 
● 場所 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） 
● 時間 13:00～15:30   
● 対象 子育て中・出産を予定＆希望しているカップル、子育て支援者等 
   （産後女性は２ヶ月以降の方、パパのみ・ママのみの参加も可） 
● 定員 30 名（夫婦 15 組） 
● 受講料 無料 
● 申込締切 ①7/2（火） ②7/30（火） ③9/3（火） 
※この講座の保育料は２００円です。 
 
講座内容、申込方法等の詳細はこちらから↓ 
http://www.parti.jp/kouza/index_10.html 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○栃木県「企業の働きやすさ個別診断・改善応援事業」説明会のお知らせ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 栃木県では、誰もが働きやすい職場環境の整備を目的として、企 
業等へ無料でコンサルタントを派遣し、企業の働きやすさを診断、 
改善点（ハード・ソフト面）の指導・助言を行います。 
 つきましては、支援希望・検討したい事業所のために、事業内容 
の説明会を県内 4 会場で順次開催しますので、説明会へご参加くだ 
さい。 
 また、説明会に参加できない場合でも事業のお申込みは可能です。 
 その他、ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 
 
【説明会日程】 
◆小山市   日時：７月２日（火） 14：00～16：00 
 会場：小山商工会議所 ４Ｆ中会議室 
◆足利市   日時：７月３日（水） 14：00～16：00 
 会場：足利市民会館 104 号室 
◆宇都宮市  日時：７月４日（木） 14：00～16：00 
 会場：栃木県青年会館 コンセーレ カトレアルーム 
◆那須塩原市 日時：７月５日（金） 14：00～16：00 
 会場：(株)ＴＭＣ経営支援センター  ２Ｆ大会議室   
 



【説明会内容】 
・企業の働きやすさの必要性 ・事業の目的 
・支援内容         ・事業参加のメリット 
・応募から支援の流れ    ・最新助成金の有効活用法 
 
【説明会参加申込方法】 
メール：会社名、住所、電話番号、ＦＡＸ番号、ご出席者名、 
参加希望日程を明記の上、下記アドレスへご送信下さい。 
ＦＡＸ：栃木県又はＴＭＣ経営支援センター（委託先）ＨＰ 
より申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、ご送 
信下さい。 
 
【お問い合わせ先】 
〈委託先〉株式会社ＴＭＣ経営支援センター 本社 
〒329-3157 栃木県那須塩原市大原間西 1-10-6 
TEL：0287-67-3023 FAX：0287-67-3024 
E-mail：kyouiku@tmc-jinji.com 
http://www.tmc-jinji.com/ 
 
【所管課】 
栃木県産業労働観光部労働政策課 労働経済・福祉担当 
〒320-8501 宇都宮市塙田 1-1-20 県庁舎本館 6 階 
TEL：028-623-3218 FAX：028-623-3225 
 
申込方法等の詳細はこちらから↓ 
【http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/kobetushindankaizenouenjigyou.html】 
チラシはこちらから↓ 
【http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/documents/2019rihuretto.pdf】 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○とちぎジョブモール主催  
  令和元年度ママのための就職準備講座開催のお知らせ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
  お子様連れでも安心！ 
  ここから ゆっくりはじめる就職活動 
 
●日時 第２回 ８月２０日（火）10:30～12:00 



        強み発見とイライラ感情整理術 
    第３回 １０月８日（火）10:30～12:00 
        マナー＆コミュニケーション 
    第４回 １２月１０日（火）10:30～12:00 
        応募書類作成＆美文字術 
    第５回 ２月１８日（火）10:30～12:00 
        面接対策と先輩ママとの座談会 
●場所 ぷらっと（宇都宮市駅前通り１－３－１ ＫＤＸ宇都宮ビル３階） 
●対象 女性 
●定員 各回１５名（先着順） 
    託児１０名 
●参加費 無料（託児も無料） 
●お問い合わせ・お申込先 
 栃木県産業労働観光部労働政策課ジョブモール担当 
 TEL：028-623-3226 FAX：028-623-3236 
 
詳しくは、こちらをご覧ください↓ 
 https://www.tochigi-work2.net/shisaku/josei/mamazemi-H31.pdf 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○とちぎジョブモール主催 
 令和元年度女性のための就職＆キャリアセミナー開催のお知らせ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 これからお仕事をはじめる方も、今お仕事中の方も 
 きっと役に立つ女性向けキャリア＆ライフの充実講座 
 
●日時 第４回 ７月８日（月）14:00～16:00 
        面接のセオリー 
    第５回 ８月１９日(月)14:00～16:00 
        働きやすい会社の選び方講座 
●場所 とちぎジョブモール(宇都宮市駅前通り 1-3-1 ＫＤＸ宇都宮ビル 1 階) 
●対象 女性 
●定員 各回１０名（先着順） 
●参加費 無料 
●お問い合わせ・お申込先 
 栃木県産業労働観光部労働政策課ジョブモール担当 
 TEL:028-623-3226 FAX:028-623-3236 



 
詳しくは、こちらをご覧ください↓ 
 https://www.tochigi-work2.net/shisaku/josei/josei_H31.4.pdf 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「日本女性会議２０１９さの」 申し込み開始！！（6/17～8/30） 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
佐野市で開催される「日本女性会議２０１９さの」の申し込みが６月１７日（月）から開始！ 
『ようこそ！「人生１００年時代」さあ、共に語り、絆結ぼう。』をテーマに 
１０に渡る分科会や記念講演、シンポジウムなど、盛りだくさんの内容となっています。 
皆様のご参加お待ちしております！！ 
 
●日 時 令和元年１０月２５日（金）～２７日（日） 
●場 所 佐野市文化会館、佐野日本大学短期大学、佐野市勤労者会館 
●参加費 一般４,０００円、学生１,０００円（限定１００席） 
     ※ 交流会・エクスカーションの参加には別途費用がかかります。 
●申込期限 ６月１７日（月）～８月３０日（金） 
※ 詳細な内容については、大会ホームページをご覧ください。 
 
 
日本女性会議２０１９さの大会ホームページ 
https://jwc2019sano.jp/ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○佐野市・人権・男女共同参画課 主催 働きたいママの再就職準備セミナー 
 「新しい時代！新しい自分になるために！ 
  ～仕事の探し方からＰＲの仕方まで～」を開催します！ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 佐野市では、子育てでブランクがあり 
「再就職したいけど、どうしたら？」 
「子育てと仕事の両立ってできるの？」など、 
一歩踏み出すための心得や準備、ハローワークの活用方法など 
悩んでいる方をサポートするための講座を開催します。 
ご興味のある方はお気軽にぜひお申し込みください。 
  
 
１ 日 時 ８月７日（水）午前１０時～正午 
２ 場 所 パレットプラザさの（佐野市男女共同参画推進センター） 



     （佐野市田沼町９７４－３） 
３ 対 象 再就職したいと考えている子育て中の女性 
４ 講 師 足利公共職業安定所就職支援ナビゲーター・佐野市保育課職員 
５ 参加費 無料（先着１０名） 
６ 問合先 ０２８３－６１－１１４０（佐野市人権・男女共同参画課） 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「とちぎ市男女共同参画のつどい」を開催します（6/28） 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 男女共同参画週間（6 月 23 日～29 日）協賛事業として、栃木市では 
下記のとおり「とちぎ市男女共同参画のつどい」を開催します。 
 皆様の御来場をお待ちしております。 
 
●日時 6 月 28 日（金） 14:00～16:00（開場 13:30） 
●場所 栃木市栃木文化会館 小ホール（栃木市旭町 12-16） 
●内容 
【第１部】記念式典 14:00～ 
      男女共同参画標語コンテスト表彰 
【第２部】講演 14:40～16:00          
    「Change,or Die!」 
     講師：RIZAP グループ株式会社 取締役 松本 晃 氏      
●入場料 無料 託児有り（託児を希望する場合は、事前に申し出ください。） 
  
詳細はこちら↓ 
https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/24/16682.html     
  
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○(足利市)令和元年度 男女共同参画週間事業のお知らせ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 男性と女性がそれぞれの個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を 
実現するため、市民の意識啓発を目的に開催します。 
 なお今回の事業は、『「ひと」と「ひと」が輝くまち宣言』記念も 
兼ねており、来場者及び市民への周知啓発を行います。 
 併せて、文化ホールホワイエでは、頑張る女性応援ブースを出展します。 
たかうじ君焼きやワッフルなどの飲食や手作り体験コーナー等も 
用意しておりますので、お子さまも楽しめます。 
 多くの皆様のご来場を心からお待ちしております。 



 
●日時 6 月 29 日(土) 9:00～12:30 
●場所 足利市民プラザ文化ホール、文化ホールホワイエ 
●入場無料・事前申込不要 
●お問い合わせ先 
 足利市総務部 人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画担当 
 足利市朝倉町 264（足利市民プラザ本館２階） 
 TEL：0284-73-8080 
 
詳しくは、こちらをご覧ください↓ 
http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/page/shuukannjigyoureiwa1.html 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
「女性活躍応援メールマガジン」第 33 号をお送りしました。 
 
 冒頭でもご紹介したとおり、６月２３～２９日の１週間は 
「男女共同参画週間」です。 
 男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか？ 
  
 また、県内でもこの週間に合わせて様々なイベント等を開催します！ 
 ぜひ参加してみてください♪ 
 
 次号は、７月１６日（火）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 
★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆ 


