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女性活躍応援メールマガジン（第 34 号）～令和元（2019）年 7 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 34 号をお送りします。 
 
☆～～～～～～～～～～～～ 目次 ～～～～～～～～～～～～～～～～★ 
○「夢を引き寄せる！ドリームマップ講座」を開催します(全 1 回) 
○「イクメン応援講座」受講者募集中です。 
○「フェスタ in パルティ」の出展団体を募集中です 
○「働き方改革セミナー」を開催します(宇都宮･大田原) 
○映画「この世界の片隅に」上映！～男女共同参画のつどい in しもつけ～ 
○「日本女性会議２０１９さの」 申し込み開始！！（6/17～8/30） 
○2019 年度男女共同参画推進フォーラムを開催します。(国立女性教育会館) 
★～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～☆ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「夢を引き寄せる！ドリームマップ講座」を開催します(全 1 回) 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 自分とゆっくり向き合い、漠然としていた望みや夢を湧き出させます。 
自分が望む未来をドリームマップに表し、「なりたい自分」になるための行動につなげます。 
 
● 開催日 9/7（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 １０：００～１６：００   
● 対象 高校生以上、どなたでも 
● 定員 30 名 
● 受講料 2,000 円（別途教材費 2,160 円） 
● 申込締切 8/7（水） 
 
講座内容、申込方法等の詳細はこちらから↓ 
http://www.parti.jp/kouza/index_11.html 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「イクメン応援講座」受講者募集中です。 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 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 第２回：8/24（土）第３回：9/28（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  第２回：7/30（火）第３回：9/3（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 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「フェスタ in パルティ」の出展団体を募集中です 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
フェスタ in パルティ 2019 を、11 月 16 日(土)に開催いたします。 
テーマは『つながろう 笑顔で、つなげよう 未来へ。』です。 
出展団体の募集を開始しました。申し込みは、来館・郵送・メールにて、 
7 月 27 日(土)までにふるってお申し込みください！ 
 
申込方法等の詳細はこちらから 
http://www.parti.jp/ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「働き方改革セミナー」を開催します(宇都宮･大田原) 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 「働き方改革」は、働く人の視点に立って労働環境を見直し、 
誰もが生き活きと働き、活躍できる社会を目指すものです。 
 本セミナーは、第 1 部で「働き方改革」に関する講演を、第 2 部で 
働きやすい職場環境づくりに取り組む県内企業等による 
パネルディスカッションを行います。 
 興味のある方はどなたでも参加できます。 
 
○県央会場 



【日時】令和元(2019)年 8 月 5 日（月）13 時 15 分～16 時 30 分 
【会場】栃木県庁河内庁舎５階 大会議室 
【内容】第 1 部 基調講演：なぜ働き方改革か ～背景と県内の取り組み～ 
     講師：下野新聞社 政経部経済担当記者 田面木（たものき）千香氏 
    第 2 部 パネルディスカッション 
【申込方法】電話、FAX、郵送、インターネット、E メール 
【申込先】(締切：７月 29 日(月)) 
  宇都宮労政事務所 
  〒321-0974 宇都宮市竹林町 1030-2 
  TEL：028-626-3053 FAX：028-626-3054 
  E-Maiｌ：utsunomiya-roj@pref.tochigi.lg.jp 
  インターネット申込：https://tochigi-network.com/event/828 
【定員】100 名（先着順） 
【参加費】無料 
 
○県北会場 
【日時】令和元(2019)年 8 月 22 日（木）13 時 30 分～16 時 00 分 
【会場】那須野が原ハーモニーホール交流ホール 
    大田原市本町 1-2703-6 
【内容】第 1 部 基調講演：『実践しよう！働き方改革』 
     講師：株式会社あしぎん総合研究所  
        経営サポート部副部長 野内 比佐子 氏 
    第 2 部 パネルディスカッション 
【申込方法】電話、FAX、郵送、インターネット、Ｅメール 
【申込先】(締切：8 月 16 日(金)) 
  大田原労政事務所 
  〒324-0056 大田原市中央 1-9-9 
  TEL：0287-22-4158 FAX：0287-22-5103      
  Ｅ-mail：otawara-roj@pref.tochigi.lg.jp 
  インターネット申込：https://tochigi-network.com/event/816 
【定員】100 名(先着順） 
【参加費】無料 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○映画「この世界の片隅に」上映！～男女共同参画のつどい in しもつけ～ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 下野市では、男女共同参画社会の実現について考えることを目的に 



「男女共同参画のつどい in しもつけ」を開催いたします。つどいでは、 
映画「この世界の片隅に」を上映します。第二次世界大戦中の広島を舞台に、 
１８歳で突然縁談がもちあがり嫁入りした主人公の「すず」が、 
優しい夫の家族とともに、工夫を凝らして食卓をにぎわせ、衣服を作り直し、 
時には好きな絵を描き、毎日のくらしを積み重ねていく物語です。 
また、上映前には、イントロダクションとして男女共同参画や映画の見どころを紹介します。 
この機会に家族の役割や思いやりについて、もう一度考えてみませんか。 
 皆様お誘いあわせのうえ、ご来場ください。 
 
○日時 ７月２７日（土）午後１時開場 
○場所 下野市グリムの館（下野市下古山７４７番地） 
○定員 ２５０名 入場無料・申込不要 
 
↓詳細はこちら↓ 
URL：https://www.city.shimotsuke.lg.jp/0813/info-0000004314-3.html 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「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/ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○2019 年度男女共同参画推進フォーラムを開催します。(国立女性教育会館) 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 全国で男女共同参画推進に取り組む人々が一堂に会し、多彩な 



プログラムを通して課題の共有と解決の方策を探る３日間です。 
 みなさまぜひご参加ください！ 
 
●開催日 8 月 29 日(木)～31 日(土) 
●場所 独立行政法人国立女性教育会館（埼玉県比企郡嵐山町菅谷 728）  
●対象 男女共同参画に関心のある方 
●定員 1,000 名 
●参加費 無料 
 
申込方法等の詳細はこちらから↓ 
https://www.nwec.jp/event/training/g_forum2019.html 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
「女性活躍応援メールマガジン」第 34 号をお送りしました。 
 
 連日は雨も多く、気分が晴れないこともあるかと思います。 
 そんな時は無理せず、ゆっくりと休養することも大切です！ 
 定期的にリフレッシュをしつつ、ワーク・ライフ・バランスをはかりましょう！ 
 
 次号は、８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 
★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆ 


