
----------------------------------------------------------------------------- 

  本メールは、個人情報保護の観点から BCC で送信しています。 

  なお、栃木県のシステムの仕様上、TO には差出人のメールアドレスが入力されます。 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

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 57 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 57号）～令和３（2021）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 57 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 

○「とちぎウーマン応援塾 2021」の受講生を募集します！ 

○「イクメン応援講座」を開催します(全 3 回) 

○「リケジョセミナー・イン・オヤマ」参加者を募集します 

○「パパの育児・家事 スキルアップセミナー２０２１」参加者を募集します 

○「とちけん小町」の公式キャラクター及びロゴマークを作成しました！ 

○新しいビジネスの創出を支援するプログラムが始動します！！ 

○DV に関する相談窓口について 

★～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～☆ 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○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。 

 

男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、 

それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実現するためには 

 政府や地方公共団体だけでなく、みなさん一人ひとりの取組が必要です。 

 私たちのまわりの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？  

 

今年のキャッチフレーズは、 

「女だから、男だから、ではなく、私だから、の時代へ。」です。 

 

詳しくはこちらから↓ 

https://www.gender.go.jp/public/week/ 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○「とちぎウーマン応援塾 2021」の受講生を募集します！ 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

 地域活動や社会活動に参画する意欲のある女性を対象として、男女共同 

参画の視点を持ったリーダーとしての情報やスキルを身につけるための講 

座を開催いたします。 

 リーダーとして地域で頑張っている方、これから活動してみたいと考え 

ている方、新たな一歩をパルティから踏み出してみませんか！ 

 

●日程：全７回予定【①7/10（土）②8/21（土）③9/10（金）④9/11（土） 

          ⑤10/9（土）⑥10/30（土）⑦11/13（土）】 

●会場：とちぎ男女共同参画センター 

●受講料：無料 

●定員：20名程度 

●申込方法：お住まいの市町または、とちぎ男女共同参画センターまでお申 

込みください。（郵送・Eメール・FAX） 

●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） 

 

講座内容、お申し込み方法等の詳細はこちらから↓ 

https://www.gender.go.jp/public/week/


https://www.parti.jp/kouza/index_03.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、産後ケアや子育てについて考えたり、パパと子どもで休日ご飯作りを

体験します。※希望の回のみの参加も可能です。 

 

● 開催日 ① 7/17（土） ② 9/4（土） ③ 9/25（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 ①10：00～12：00 ②10：00～11：30 ③10：00～13：00  

● 対象 ①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） 

     ②父子（子どもは 1 歳～未就学くらいまで）※ママの参加も可 

     ③父子又はパパのみ（子どもは年長～小学４年生くらいまで） 

● 定員 ①30名（夫婦 15組） ②30 名  ③20 名（父子 10組） 

● 受講料 無料 ※③回目のみ材料費あり パパ 300 円 子 200 円 

● 申込締切 ①6/22（火） ②8/4（水） ③8/25（水） 

※この講座の保育料は 200 円です。 

 

※新型コロナウイルス感染症の状況により、講座が中止・延期・内容変更・オンライン開催

になることがあります。最新の情報についてはホームページでご確認ください。 

 

講座内容、申込方法等の詳細はこちらから↓ 

https://www.parti.jp/kouza/index_10.html 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝ 

○「リケジョセミナー・イン・オヤマ」参加者を募集します 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝ 

小山市では、女子中学生が、理工系分野に興味・関心を持ち、将来の自分をしっかり 

イメージして進路選択（チャレンジ）することを応援するため、「理工系分野を目指す女子

中学生のための魅力発見セミナー」を実施いたします。 

 

●日時  8月 2日（月曜日）１０：００～１２：００ 

●講師  行木陽子（なめきようこ）氏 

https://www.parti.jp/kouza/index_03.html
https://www.parti.jp/kouza/index_10.html


日本アイ・ビー・エム㈱ソフトウェア事業 技術理事 

●会場  小山市役所 6 階大会議室 

●対象  小山市にお住まいの女子の中学１～3 年生。30 名程度。 

     保護者や教員の見学も可能。 

 

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 

https://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/15/240547.html 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝ 

○「パパの育児・家事 スキルアップセミナー２０２１」参加者を募集します 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝ 

小山市は、主に 0 歳児を育てているパパを対象として、育児スキルを向上させるためのワ

ークショップ（ベビーマッサージ&ベビーフォト）と、情報共有（パパトーク）を実施しま

す。当セミナーを通して、市内における男性の育児・家事参画と女性活躍の推進を図るもの

です。 

 

●日時  7月 10日（土曜日）１０：００～１１：４０ 

●会場  小山市役所本庁舎 6 階 大会議室 

●対象  小山市にお住まいもしくはお勤めの方。 

0 歳 3か月～12 か月の赤ちゃんとそのパパ。１２組程度。 

ママ同伴可能。 

 

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 

https://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/15/232283.html 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○「とちけん小町」の公式キャラクター及びロゴマークを作成しました！ 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

 栃木県の建設業界における女性技術者が働きやすい職場環境への改善や建設業の魅力を

PR するため、平成 28 年度に“とちけん小町魅力向上委員会”を発足し、これまで様々な活

動を実施してきました。 

 

 今般、とちけん小町魅力向上委員会の活動の幅広い認知と普及の加速化を図るため、栃木

県の建設業界で活躍する女性の愛称である「とちけん小町」の公式キャラクター及びロゴマ

https://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/15/240547.html
https://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/15/232283.html


ークを作成したところであり、建設業に従事する女性技術者（内部）が働きやすい職場環境

づくりの気運醸成を図るとともに、一般の方（外部）に対する建設業の魅力発信のアイコン

として活用していきます。 

 

≪活用方法≫ 

●グッズ制作 

 令和 2年度はステッカーを制作し、女性技術者等（栃木県県土整備部、栃木県建設業協会

等所属）に配布しました。ヘルメット等への貼付や女性技術者が活躍する現場での掲示、小

学校等での出前講座時に児童へ配布するなどの活用を図っていきます。 

●情報発信時のアイコン 

 SNS 等で建設業の魅力を発信する際のアイコンとして使用し、良好なイメージの定着化

を図っていきます。 

 

詳しくはこちらから↓ 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/houdou/tochikenkomachi.html 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○新しいビジネスの創出を支援するプログラムが始動します！！ 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

社会課題解決に関するビジネスでの創業希望者を支援するプログラムが令和 3 年 9 月より

始動します。これに伴い、以下の通り事前説明会兼イベントを開催します。何かにチャレン

ジしたい、将来について本気で考えたいという女性は是非ご参加ください！！ 

 

～プログラム概要～ 

本プログラムでは、Will(自身の実現したい目標)の言語化、とWill 達成に必要なプラン作成

の上、事業が実現可能なレベルまで伴走支援します。 

※事前イベントでは、プログラムを体験・理解いただくことができます。 

※本プログラムは、新たなビジネスの創出を目的としておりますが、創業間もない方も支援

対象となります。 

 

～なぜ、Will を軸とした事業創造？～ 

自身で納得している Will は、起業の際、サービス開発、顧客獲得、人材採用、資金調達、

全ての基礎となり事業の成否を左右すると考えるためです。 

 

～栃木で、本事業を開始する理由～ 

大都市で、新たなビジネスが生まれている一方、地方都市の栃木にあっても、世の中をより

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/houdou/tochikenkomachi.html


良くしたいと想う挑戦者を応援出来る環境を整理したく、まずは、社会課題解決等新たなビ

ジネスでの創業希望者を広く支援するプログラムを実施いたします。 

 

良いプログラムとなるよう、県・受託事業者及び始めプログラムにご協力いただく方々と供

に全力でサポートさせていただきます！是非、事前イベントに参加いただき、プログラム内

容をご理解・体験の上、プログラムへ参加いただけますと幸甚です！ 

 

●日程：令和３(2021)年 6 月 25 日（金）18:00 - 20:00 

                 26日（土）13:00 - 15:00 

●会場：栃木県庁 6 階大会議室 2 ※駐車場有  

●参加費：無料 

 

イベントの詳細はこちら！↓ 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/startup/r3_startupkigyoshien.html  

お申し込みはこちらから↓ 

https://s-kantan.jp/pref-tochigi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=3203 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝ 

○DV に関する相談窓口について 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝ 

新型コロナウイルス感染症に伴う外出自粛が行われる中 

生活不安・ストレスからDV 被害の深刻化が懸念されています。 

 

DV に悩んでいる方は、ためらうことなく相談してください。 

 

栃木県のホームページでは DV に関する相談窓口について 

詳細を掲載しています。  

 

栃木県ホームページはこちらから↓ 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/c07/system/honchou/honchou/danjokyoudousankakugyousei

jouhou.html 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

「女性活躍応援メールマガジン」第 57 号をお送りしました。 

 

 



 次号は、令和３(2021)年 7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 

★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆ 

 

 


