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女性活躍応援メールマガジン（第 36 号）～令和元（2019）年 9 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 36 号をお送りします。 
 
☆～～～～～～～～～～～～ 目次 ～～～～～～～～～～～～～～～～★ 
○「男女生き活き地域活動表彰」優秀賞決定！ 
○男女共同参画セミナー公開講座２０１９ 受講者募集中です！（9/26） 
○男性のワーク･ライフ･バランス講座 受講者募集中です！（10/12.11/30） 
○「 パソコン講座～エクセル活用術～」を開催します (全２回) 
○「キャリア・マネジメント講座（全２回）」を開催します。(日光市) 
○ワークライフバランスセミナー・男女共同参画セミナー２０１９(今市地域)を開催します。 
○令和元年度真岡市男女共同参画社会づくり講演会のお知らせ 
○未来を拓くキャリアデザイン塾「女性異業種交流会」を開催します(11/13・11/28) 
○「第１回おやまイクボス評定」開催・おやまイクボス評定協議会設立(8/1) 
★～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～☆ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝ 
○「男女生き活き地域活動表彰」優秀賞決定！ 
－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 地域において男女共同参画を推進する活動を表彰する、 
男女生き活き地域活動表彰の優秀賞が決定しました！ 
 
＜優秀賞 ３事例＞ 
 ●腹話術（寺内政子） 
  小学校や公民館等での腹話術を用いた男女共同参画に向けた 
  啓発講座の実施 
 ●働く女性の学びと交流の場づくり（にじいろ会） 
  宇都宮卸商業団地協同組合所属企業で働く女性社員の交流、 
  研修や意見交換会の開催 
 ●産前・産後の母親支援（マドレ栃木 OG 会） 
  子育ての孤立防止等のため産前・産後の母親たちにつながりの 
  場として交流会やイベントの開催 
 
 受賞事例の内容等はこちらから↓ 



 http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=811 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝ 
○男女共同参画セミナー公開講座２０１９ 受講者募集中です！（9/26） 
－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
男女共同参画セミナー公開講座 
ジェンダーはビジネスの新教養 
～メディアが発するジェンダー問題を考えよう～ 
ＣＭやメディアなど、分かりやすく身近な素材を使いながら、 
固定的な性別役割分担意識を見直すきっかけとする講座を開催します。 
 
●日時 ９月２６日（木）午後１時３０分～午後３時３０分 
●会場 宇都宮大学 峰キャンパス ５Ｂ１１教室 
●講師 ジャーナリスト 
    昭和女子大学現代ビジネス研究所研究員 
      治部 れんげ 氏 
●対象 どなたでも 
●定員 １５０名（申込先着順） 
●受講料 無料 ※一時保育料(満６か月～未就学児、1 人２００円 事前申込) 
 
詳細・お申し込みはこちら↓ 
http://www.parti.jp/kouza/index_01.html 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝ 
○男性のワーク･ライフ･バランス講座 受講者募集中です！（10/12.11/30） 
－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
男性のワーク・ライフ・バランス講座 
 男女が共に暮らしやすい社会にしていくには、男性の家事参画がとても重要です。 
 家庭も仕事もバランス良く充実させるため、楽しく効率的に家事を 
するためのテクニック等を学び、暮らし方を見直すきっかけにしてみませんか？ 
 
【第１回】 
 日時 １０月１２日（土）午後１時００分～午後３時００分 
 会場 パルティとちぎ男女共同参画センター ３０１研修室 
 講師 NPO 法人 tadaima！ 代表理事 三木 智有 氏 
 内容 「家事シェア」で暮らし方を見直そう～視点を変え時短家事を学ぼう～ 
 
【第２回】 



 日時 １１月３０日（土）午前１０時００分～午後１時００分 
 会場 宇都宮文星短期大学 
 講師 宇都宮文星短期大学 教授 藤生 惠子 氏 
 内容 とってもかんたん「時短料理」～料理の段取り、時短料理、食器洗いまで～ 
 
○対象 働く男性 ※ご夫婦での参加も受け付けております。 
○定員 ３０名（申込先着順） 
○受講料 無料(２回目のみ材料費５００円) 
○一時保育 第１回目のみあり（満６か月から未就学児の保育が可 ５００円/1 人） 
○申込締切 第１回目：１０月１１日(金)※一時保育９月２８日（土） 
      第２回目：１１月１６日(土) 
※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 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「 パソコン講座～エクセル活用術～」を開催します (全２回) 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
エクセルを今よりもっと使いこなして、キャリアアップ! 
●開催日  11/30(土)、12/7(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   10:00～15:00 
●対象   エクセルステップアップの内容を理解している方。エクセルで 
      四則演算、SUM 関数、簡単な表やグラフ作成を日常的に使用している方。 
●定員   20 名 
●受講料  5,000 円(別途教材費) 
●申込締切 10/30(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_15.html 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「キャリア・マネジメント講座（全２回）」を開催します。(日光市) 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
令和元年度日光市「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１１日（月）午後１時～午後４時３０分 
    ②１１月２１日（木）午後１時３０分～午後４時３０分 
ところ：①日光商工会議所今市事務所２階会議室 
    ②日光市役所東庁舎３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：１１月１日（金） 
申込方法：問合先へ電話、郵送、ＦＡＸ、またはメール 
 
問合先：人権・男女共同参画課 〒321-1291 日光市今市本町 1 番地 
ＴＥＬ：０２８８－２１‐５１４８ ＦＡＸ：０２８８－２１‐５１０５ 
メール：jinken-danjo@city.nikko.lg.jp 
詳細はこちらから↓ 
http://www.city.nikko.lg.jp/jinkendanjo/jyoseinokatuyakusuisinn.html 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○ワークライフバランスセミナー・男女共同参画セミナー２０１９(今市地域)を開催します。 
－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝ 
開催日時：令和元年１０月３日(木)１４：００～ 
開催場所：日光市役所本庁舎１階 市民ホール 
演題：ワーク・ライフ・バランス～魅力的な職場環境の作りかた～ 
内容：男女が共に自らの希望に応じた形で職業生活と家庭生活の両立を図り、 
   地域生活への参画や余暇の充実を通じて豊かな生活を過ごすことができるよう、 
   働きやすい職場を実現することを目的とした講座を行います。 
講師：一般財団法人女性労働協会 女性就業支援専門員 宮越(みやこし)泰子(やすこ)氏 
※託児、及び手話通訳希望の場合は９月１９日(木)までに問合せ先に事前申込みをしてくだ

さい。(無料) 
詳細はこちらから↓ 
http://www.city.nikko.lg.jp/jinkendanjo/imaichiseminar.html 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○令和元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】令和元年 11 月 1 日（金）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 
 イクメン・カジダンのすすめ ～キッチンで育む人間力～ 
      講師：コウケンテツ氏（料理研究家） 
【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・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↓ 
https://www.city.moka.lg.jp/toppage/shisei/11/3/index.html 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○未来を拓くキャリアデザイン塾「女性異業種交流会」を開催します(11/13・11/28) 
－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝ 
働く場における女性の活躍や働く意欲の向上を支援するため、様々な業種に 
就いている女性の交流会を開催します。 
他分野の働き方を知る機会や情報交換の場になります。ご興味のある方、ご参加ください。 
●内容 
第 1 回 企業女性技術職社員と市町女性技術職職員との交流会 
【日程】令和元年 11 月 13 日（水）13 時 30 分～15 時 30 分 
【講師】山内結加里(やまうちゆかり)氏 Ｒａｉｓｅ＆Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ 代表 
【対象者】①小山市、下野市、野木町、結城市の民間企業や行政の女性技術職社員・職員 
     ②建設業等に就職を希望する女子学生 
     20 名程度  
【会 場】 小山市男女共同参画センター 第一研修室（小山市八幡町 1-4-5） 
第 2 回 女性活躍推進者によるキャリアデザイン講話・先進的取組企業を見学 
【日程】令和元年 11 月 28 日（木）13 時 30 分～15 時 45 分 
【講師】能勢みゆき（のせみゆき）氏 株式会社エンパワー21 代表取締役 
【対象者】①小山市、下野市、野木町、結城市の民間企業や行政の次世代の 
      管理監督者になり得る女性社員・職員 20 名程度 
【会 場】メルテック株式会社（小山市大字梁 2333－29） 
     ※男女共同参画センターに集合し、バスで移動します 
●主催  小山市 
●共催  下野市、野木町、茨城県結城市 
 
チラシ、申込方法等の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/16/219191.html 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「第１回おやまイクボス評定」開催・おやまイクボス評定協議会設立(8/1) 
－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝ 
仕事と家庭生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）や子育てに理解のある 
企業・団体のトップの輪を広げようと、「第１回おやまイクボス評定」を開催しました。 
これは昨年１０月、小山市で、働く場における男女共同参画を推進するため、 
官民合同で行った「おやまイクボス合同宣言」を受け初めて開かれた会合です。 
また当日は、働き方改革と女性活躍の推進に関するセミナーの後、市と市内 48 の 
企業・団体による「おやまイクボス評定協議会」が発足し、その設立総会が開かれました。 
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/16/219118.html 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
「女性活躍応援メールマガジン」第 36 号をお送りしました。 
 
 ９月になり、少しずつ秋らしくなってきましたね。 
 季節の変わり目は体調を崩しやすいので、お気を付けください。 
 
 次号は、１０月１５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 
★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆ 


