＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
女性活躍応援メールマガジン（第 14 号）～平成２９年１１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 14 号をお送りします。
社員・職員の方やご家族にもお知らせください。
☆～～～～～～～～～～～～ 目次 ～～～～～～～～～～～～～～～～★
○11/12～11/25 は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
○とちぎテレビ「知っトク！なるとちっ」で「男女生き活き企業」
優秀賞受賞企業が特集されます！（11/19,21）
○フェスタ in パルティ２０１７を開催します！（11/25）
○「プチ起業ジャンル別講座」受講者募集中です！
○チャレンジショップ第３期オープン！（11/1～1/31）
○「空き店舗を活用した創業支援事業」を実施しています！
○「とちぎの元気な子ども育て隊!!宣言企業」を募集中です!!
★～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～☆
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
○11/12～11/25 は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
毎年 11 月 12 日から 11 月 25 日を「女性に対する暴力をなくす運動」の
実施期間として、関係機関・団体が連携・協力して、女性に対する
暴力の根絶に向けた取組を一層強化しています。
本県でも期間に合わせ、広報・啓発などに重点的に取り組んでいます。
●講演会「DV 環境で子どもが育つということ」
日時：11 月 18 日（土）13:30～15:00
場所：パルティとちぎ男女共同参画センター
講師：春原 由紀 （すのはら ゆき） 氏
（武蔵野大学名誉教授、臨床心理士）
お申込み・詳細はこちら↓
http://www.parti.jp/kouza/index_02.html

●パープル･ライトアップ
女性に対する暴力の根絶のシンボルであるパープルリボンにちなみ
県内３箇所でパープル･ライトアップを実施します。
(1)栃木県庁
11 月 18 日（土）～25 日（土）17:00～21:00
(2)宇都宮タワー
11 月 21 日（火）～30 日（木）16:30～21:00（予定）
(3)あしかがフラワーパーク
10 月 21 日（土）～平成 30 年 2 月 4 日（日）
平日 16:30～21:00 土日祝 16:30～21:30
その他期間中の取組はこちら↓
http://www.pref.tochigi.lg.jp/c07/life/jyosei/dv/h29torikumi.html
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
○とちぎテレビ「知っトク！なるとちっ」で「男女生き活き企業」
優秀賞受賞企業が特集されます！（11/19,21）
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
日曜朝の番組「知っトク！なるとちっ」で、
「男女生き活き企業」優秀賞を受賞した３社の特集が放送されます。
３社それぞれの取り組みの紹介や、生き活きと働く女性や男性への
インタビューなど、盛りだくさんの内容となっています。
ぜひご覧ください！
１ 番組名

とちぎテレビ 知っトク！なるとちっ
「男女ともに生き活きと働き続けるために」

２ 放送日時 11 月 19 日（日） 9:00～ 9:15
11 月 21 日（火）19:30～19:45（再放送）
３ 優秀賞受賞企業 ケーブルテレビ株式会社
シーデーピージャパン株式会社
株式会社スキット
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
○フェスタ in パルティ２０１７を開催します！（11/25）
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－

CHANGE！～変わろう、自分のために。変えよう、未来のために。
誰もが安心して暮らせる未来のために歩みを進め、地域の元気を
希望へとつなげるために、県内で元気に活動しているグループたちが
集います。
ワークショップや発表・展示、子どもと一緒に楽しめる体験コー
ナー、手作り品や食品の販売、ダンス・パフォーマンスの発表など、
笑顔のイベント満載です。
（入場無料・申込不要）
●日時 11 月 25 日（土）10:00～15:30
●会場 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）
●お問合せ パルティとちぎ男女共同参画センター（028-665-7706）へ
チラシはこちらから↓
http://www.parti.jp/data/festa/H29 フェスタ開催ちらし(HP 用).pdf
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
○「プチ起業ジャンル別講座」受講者募集中です！
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
県では、女性の起業を支援するため、
「プチ起業ジャンル別講座」
を実施します。
趣味や特技を活かして起業したい女性のみなさん、
「私のお店ができるまで」を学んでみませんか？
お申込みをお待ちしています！
●日程
第１回 11 月 29 日（水）入門講座【必須】
第２回 12 月６日（水）実践講座（物販・手作り作家系）
第３回 12 月 12 日（火）実践講座（飲食系）
第４回 12 月 19 日（火）実践講座（サービス・営業系）
※第１回は必須、第２～４回は選択講座です。
●開催会場 パルティとちぎ男女共同参画センター
●申込期限 11 月 20 日（月）
●委託先

一般社団法人スリーアクト

●その他
応募者多数のため、定員を増やして受け付けています。

御希望の方は、お早めにお申込みください。
講座内容の詳細はこちらから↓
http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=381
お申込みはこちらから（委託先ホームページ）↓
http://www.three-act.com/201711/
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
○チャレンジショップ第３期オープン！（11/7～1/31）
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
とちぎ男女共同参画センターでは、平成 28 年度から女性活躍推
進の一環として、商品等の販売や、カフェ・レストラン経営など
の起業を目指す女性を対象としたチャレンジショップを開設してい
ます。
今年度第３期の 11 月から１月までは、次の店舗がオープンします。
お近くにおいでの際は、ぜひお立ち寄りください！
●サンティール ～すべての出愛いに感謝 おもいをかたちに…～
音振セラピーとハンドメイドショップ
営業：火曜日～日曜日 10:30～16:00
木曜日、土曜日 10:30～19:30
11 月７日（火）からオープン
※臨時で休業する場合があります。
詳細はこちらから↓
http://www.parti.jp/katsuyaku/challenge_shop_2017.html
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
○「空き店舗を活用した創業支援事業」を実施しています！
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
県では、創業を支援するため「空き店舗を活用した創業支援事業」
を実施しています。
栃木県、市町、商工団体、金融機関、専門家等により構成された
「とちぎ地域企業応援ネットワーク」の連携により、商店街関係者と
出店希望者のマッチング支援や創業後間もない段階での支援を行います。

創業を希望する方は、お気軽に御相談ください！
●この事業の３つのメリット
・行政や地元の商工会・商工会議所等がチームを組んで、
あなたの創業を支援します。
・市町独自の支援制度を受けられる場合があります。
・２つの制度が利用できます。
(1)専門支援専門家派遣（３回まで無料）
(2)創業初期経費助成（市町の補助制度が受けられる場合が対象）
事業の詳細はこちらから↓
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/akitenpo-sogyo.html
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
○「とちぎの元気な子ども育て隊!!宣言企業」を募集中です!!
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
県では、青少年健全育成のための社会貢献活動に取り組む企業等を
応援するため、
「とちぎの元気な子ども育て隊!!宣言企業」を募集中
です。
宣言企業の募集は、随時、受け付けています。
●宣言をしていただくと次のメリットがあります。
１ 県から宣言書を発行します。
（事務所の見やすいところに掲示してください！）
２ 宣言（活動）の内容を県ホームページや青少年健全育成関連イベ
ントでＰＲします。
（企業のイメージアップにつながります！）
３ 別途申請をしていただくと、とちぎの子ども育成憲章マスコット
キャラクター「とちぎの元気な子ども育て隊!!」のデザインが使用
できます。
（名刺などにご活用ください！）
４ 県からとちぎの子ども育成憲章のＰＲグッズを配布します。
（従業員の方やそのご家族、活動の参加者に配布してください！）

５ 一定期間継続している優れた活動については、県知事表彰などに
より顕彰します。
（表彰基準に該当することが必要です。
）
●応募方法、応募要件、宣言の対象となる社会貢献活動など、
詳しい内容は、こちら↓
http://www.pref.tochigi.lg.jp/c07/life/seishounen/ikuseikensho/sengenboshu.html
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
「女性活躍応援メールマガジン」第 14 号をお送りしました。
11 月 10 日(金)に開催した「とちぎ女性活躍応援フォーラム 2017」では、
お忙しい中、たくさんの方に御来場いただき、ありがとうございました。
講演やパネルディスカッション、会場展示などはいかがでしたでしょ
うか？
今回のフォーラムが、みなさんの「男女ともに生き活きと働ける職場
づくり」のヒントになりましたら幸いです。
これからも、女性活躍や働き方の見直しに、オール栃木体制で
一緒に取り組んで行きましょう！
次号は、12 月 14 日（木）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
★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆

