
とちぎ女性活躍応援団 運営団体及び登録団体 ご担当者 様 
 
 日頃より大変お世話になっております。 
 とちぎ女性活躍応援団事務局（県人権・青少年男女参画課）です。 
 
 女性活躍応援メールマガジン（第 48 号）をお送りします。 
 ぜひ、職員や社員の方にもお読みいただきたいと思いますので、 
内部での転送等、ご対応いただければ幸いです。 
 お手数をおかけして申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。 
 
※担当者・配信先変更については、事務局宛てメールで御連絡ください。 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
女性活躍応援メールマガジン（第 48 号）～令和 2（2020）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 48 号をお送りします。 
 
☆～～～～～～～～～～～～ 目次 ～～～～～～～～～～～～～～～～★ 
○「男性のワーク・ライフ・バランス講座」受講者を募集します！ 
○「女性のためのインターネットを活用したプチ起業講座」の受講者を募集します！ 
○「ポジティブ・ディシプリン講座～がんばりすぎない前向きな子育て～」 
を開催します(全 2 回) 
○栃木県「女性が働きやすい企業推進アドバイザー派遣」の募集について 
○栃木市「蔵の街とちぎビジネスプランコンテスト２０２０」を開催します！ 
○小山市「明日のビジネスを担うリーダー塾」参加者を募集します！ 
○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２０２０ 
（今市地域）を開催します！ 
○国立女性教育会館 企業を成長に導く女性活躍推進セミナー(オンライン)を開催します！ 
★～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～☆ 
 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「男性のワーク・ライフ・バランス講座」受講者を募集します！ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 



 
 新型コロナウイルス感染症の影響で、在宅勤務が普及し、自宅で「仕事」や 
「家事・育児・介護」の時間が増えている方もいると思います。自分らしい 
人生を実現するために、どのように時間を使ってバランスを取るか考えてみま 
せんか！ 
 
●日時：全２回 第１回 10 月 10 日（土） 13:00～15:00 
        第２回 11 月 28 日（土） 13:00～15:00 
 
●会場：パルティとちぎ男女共同参画センター 
 
●内容及び講師：第１回 「在宅勤務のお悩み解決法」 
             自立塾 代表 市川 潤子 氏 
 
        第２回 「子育て世代の父親の今後のワーク・ライフ・バランス 
             ～アフター・コロナの時代を考える～」 
             NPO 法人ファザーリング・ジャパン ファウンダー/代表理事 
             安藤 哲也 氏 
 
●定員：第１回 30 名、第２回 50 名（各回先着順） 
 
●受講料：無料 
 
●申込方法：電話・HP・FAX・郵送・窓口 
 
●一時保育：満 6 ヶ月から就学前のお子さんが対象（1 人 500 円/1 回） 
 
※新型コロナウイルス感染症の影響により、日程・内容等が変更になる場合がありますの 
で、予めご了承ください。 
 
講座内容、お申し込み方法等の詳細はこちらから↓ 
http://www.parti.jp/kouza/index_04.html 
 
 
 
 



＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－－＝－＝－＝－＝ 
○「女性のためのインターネットを活用したプチ起業講座」の受講者を募集します！ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－－＝－＝－＝－＝ 
 
 インターネットを活用した起業についての基礎知識とノウハウを得て、 
 自らの夢や好きなことを追求し、キャリアや可能性を広げる機会にしてみませんか？ 
 
●日時：11 月 7 日（土） 13:00～15:00 
 
●場所：パルティとちぎ男女共同参画センター 
 
●講師：ento 株式会社 代表取締役 馬場 早苗 氏 
  
●定員：30 名（先着順） 
 
●受講料：無料 
 
●申込方法：電話・HP・FAX・郵送・窓口 
 
●一時保育：満 6 ヶ月から就学前のお子さんが対象（1 人 500 円） 
 
※新型コロナウイルス感染症の影響により、日程・内容等が変更になる場合がありますので、
予め御了承ください。 
 
講座内容、お申し込み方法等の詳細はこちらから↓ 
http://www.parti.jp/kouza/index_05.html 
 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「ポジティブ・ディシプリン講座～がんばりすぎない前向きな子育て～」 
を開催します(全 2 回) 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 
イライラしたり、どなってしまったり…、ひとりで子育てがんばりすぎていませんか？ 
子育てのストレスを軽くし、楽な気持で子育てに向かう方法を一緒に考えましょう。 
 



● 開催日 １０／２１（水）、１０／２８（水） 
 
● 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 １０：００～１２：００ 
   
● 講師 落合 香代子（一般社団法人ママリングス代表 看護師・子育て相談員） 
 
● 対象 小学校低学年くらいまでの父母・祖父母、子育て支援者 
 
● 定員 ２０名 
 
● 受講料 １，０００円 
 
● 申込締切９/２３（水） 
 
● 満６か月～未就学児の一時保育あり（お子さんひとりにつき 1 回 500 円） 
 
講座内容、申込方法等の詳細はこちらから↓ 
http://www.parti.jp/kouza/index_12.html 
 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○栃木県「女性が働きやすい企業推進アドバイザー派遣」の募集について 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 
 県では、女性が働きやすい企業の環境づくりを推進するため社会保険労務士等のアドバ
イザーを 
 派遣（３回程度）し、アンケートやヒアリングによる職場の働きやすさ診断を行い 
 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定、「えるぼし」認定の取得 
 栃木県の「男女生き活き企業」の認定取得の支援を行います。是非、御応募ください。 
     
 
●支援期間 
 
 令和２年９月から令和３年３月末 



 
●対象 
 
 栃木県内に本社のあるＡ又はＢの事業所 
 Ａ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しようとする事業所（従業員 300
人以下の中小企業） 
  
Ｂ 「えるぼし」の取得、「男女生き活き企業」の認定取得を目指す事業所（企業規模は問
わない） 
 
●費用  
無料 
 
●支援回数  
１事業所あたり３回程度 
 
●支援方法 
 
 希望の日程で事業所へ専門家が訪問しアドバイスを実施します。オンラインでの Web 会
議形式も対応しています。 
 
 
フォーラム内容、申込方法等の詳細はこちらから↓ 
http://tmc-soudan.com/about/adviser/ 
チラシはこちらから↓ 
http://tmc-soudan.com/wp-
content/uploads/2020/08/cb61c0e238558c51be5c8872ceb79488.pdf 
 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○栃木市「蔵の街とちぎビジネスプランコンテスト２０２０」を開催します！ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 
 栃木市内で、新規創業をお考えの皆さん、創業して間もない皆さん、 
事業化したいビジネスプランはありませんか？ 
 



 今年も、栃木市の活性化に貢献するプランを大募集！ 
 
 優秀なプランには、若者特別賞、女性特別賞など、総額１５０万円の 
奨励金を贈呈するほか、各種セミナーや個別相談会を開催し、皆さんの 
“夢”の実現を全力で応援します！ 
 
◆対象◆ 栃木市内で、創業を目指す方、創業後間もない方、すでに創業 
していて新たな事業展開を目指す方 
 
◆募集◆ 11 月 30 日(月)まで 
 
◆問合先◆ 栃木市役所 商工振興課 ℡：0282(21)２３７１ 
 
●内容、応募方法等の詳細はこちらから↓ 
 https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/32/28653.html 
 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝ 
○小山市「明日のビジネスを担うリーダー塾」参加者を募集します！ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝ 
 
～多彩なロールモデルに触れる＆素敵な仲間と出逢う！異業種交流セミナー～ 
 
小山市では、キャリア形成における高いモチベーション保持とネットワークづくりを 
実現する異業種交流セミナーを開催します。 
地域で活躍するビジネスパーソンによる講話、ディスカッションやワークショップを行い
ます。 
全 4 回の連続講座です。 
 
●日時  毎回土曜日 13:30～16:00 
 
  第 1 回 10 月 24 日  第 2 回 11 月 28 日 
  第 3 回  12 月 19 日   第 4 回  1 月 23 日 
 
●講師  佐藤晴美（さとうはるみ）氏 
     ㈱エス・ティライン代表取締役 ほかゲスト講師 4 名 



 
●会場  小山市男女共同参画センター 
 
●対象  小山市、下野市、野木町、結城市にお勤めの方。性別関係なく参加可能。 
     30 名程度 
 
 
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/16/230476.html 
 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○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２０２０ 
（今市地域）を開催します！ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 
 
●開催日時：令和２年１０月１６日(金)１４：００～ 
 
●開催場所：日光市役所本庁舎１階 市民ホール 
 
●演題：働き方改革は、生き方改革 
    ～寄せ鍋型 WLB(ワークライフバランス)で 100 年ライフにシフトしよう～ 
 
●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：NPO 法人ファザーリング・ジャパン ファウンダー/代表理事 
 
    安藤 哲也 (あんどう てつや) 氏 
 
※託児、及び手話通訳希望の場合は１０月２日(金)までに問合せ先に事前申込みをしてくだ
さい。（無料） 
 



詳しくはこちらから↓ 
http://www.city.nikko.lg.jp/jinkendanjo/imaichiseminar.html 
 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
＝－ 
○国立女性教育会館 企業を成長に導く女性活躍推進セミナー(オンライン)を開催します！ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
＝－ 
 
 Zoom および YouTube によるライブ配信を行います！ 
 
●日時 令和２年１０月２９日(木)１３：００～１６：００ 
 
●基調講演 出口 治明 氏 
 
  混ぜると強くなる 
 
  ～困難な時代を乗り越える企業戦略～ 
 
●パネルディスカッション 
 
 「女性リーダー」の育成と組織にもたらす効果 
 
 
内容、申込方法等の詳細はこちらから↓ 
https://www.nwec.jp/event/training/g_kigyo2020.html 
 
 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
「女性活躍応援メールマガジン」第 48 号をお送りしました。 
 
 
 次号は、１０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 
★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆ 


