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女性活躍応援メールマガジン（第 16号）～平成３０年１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 16号をお送りします。 

 

☆～～～～～～～～～～～～ 目次 ～～～～～～～～～～～～～～～～★ 

〇「とちぎウーマンナビ」に ONE-UP！WOMANインタビュー追加！ 

〇「生涯を通じた女性の健康を考える講座」を開催します(2/3） 

〇「イクボスセミナー」を開催します（2/16） 

〇チャレンジショップ第３期オープン！（12/15～3/15） 

○「男性不妊医療講演会・個別相談会」を開催します（1/28） 

○佐野市主催イベントのお知らせ 

 「男女共同参画講演会」（2/3） 

 「働き方改革講座」（2/14） 

 「佐野市地域指導者等研修会」（2/21） 

○日光市女性の活躍推進ガイドブックを作成しました 

★～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～☆ 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○「とちぎウーマンナビ」に ONE-UP！WOMANインタビュー追加！ 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

 とちぎの女性活躍応援サイト「とちぎウーマンナビ」に 

「ONE-UP！WOMANインタビュー」を追加しました。 

 

 今回ご紹介するのは、野木町で消防団女性班班長として活動する 

女性。 

 現在、お仕事は育児休業中ですが、消防団活動は継続中とのこと。 

 家族と仕事、地域活動への思いが伝わるインタビューです。 

  

 ぜひご覧ください♪ 

 

「ONE-UP！WOMANインタビュー」はこちらから↓ 

http://www.tochigi-woman-navi.jp/interview/page.php?id=9 

 

http://www.tochigi-woman-navi.jp/interview/page.php?id=9


＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝ 

○「生涯を通じた女性の健康を考える講座」を開催します（2/3） 

－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

「笑いと健康」～プラス思考で心も体も生き活きと！～ 

「笑い」が私たちの健康に与える影響と効果を学びます。 

 

●日時 ２月３日（土）１３：３０～１５：３０ 

●場所 とちぎ男女共同参画センター パルティホール 

●講師 サン松本クリニック院長 松本 光正さん 

●対象 どなたでも 

●定員 １５０人程度（先着順） 

●締切 ２月２日(金) 

●申込方法 とちぎ男女共同参画センター（０２８－６６５－８３２３）へ 

      ホームページからも申込みできます。  

 

講座内容、申込方法等の詳細はこちらから↓ 

http://www.parti.jp/kouza/index_03.html 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－－＝－ 

○イクボスセミナーを開催します！（2/16） 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

～サイボウズはいかにして１００人１００通りの働き方を実現したか～ 

一人一人の個性を生かした組織マネジメントの極意とは!? 

 

 男女ともに働きやすい、かつ個人の能力を最大限に発揮できる職場 

環境づくりについて取り組むべきことなどを学ぶセミナーを開催します。 

 

●日時 ２月１６日（金）１５:００～１７：００ 

●会場 トコトコ大田原 市民交流センター大会議室（３Ｆ）  

●講師 サイボウズ株式会社代表取締役社長 

    青野慶久（あおの・よしひさ）さん 

●対象 企業経営者、管理職、人事・総務部門担当者、 

    イクボスについて興味のある方等 

●定員 １５０人程度（先着順） 

●受講料 無料 

●主催 とちぎ男女共同参画センター 

http://www.parti.jp/kouza/index_03.html


●共催 （公社）栃木県経済同友会、（一社）栃木県経営者協会、大田原市  

●申込方法 とちぎ男女共同参画センター（０２８－６６５－８３２３）へ  

      ホームページからも申込みできます。 

 

講座内容、申込方法等の詳細はこちらから↓ 

http://www.parti.jp/kouza/index_04_2.html 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－－＝－ 

○チャレンジショップ第３期オープン！（12/15～3/15） 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

  とちぎ男女共同参画センターでは、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１２月１５日から３月１５日までは、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！ 

 

● 茶連家″ ～チャレンヂ～ 

特製からあげをメインにした定食、デザート、ドリンクの提供 

 営業：火曜日～日曜日 １１時～１９時まで  

    日曜日は１５時まで 

 

※ 臨時で休業する場合があります。 

 

↓詳細はこちら 

http://www.parti.jp/katsuyaku/challenge_shop_2017.html 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○「男性不妊医療講演会・個別相談会」を開催します（1/28） 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

 県では、男性不妊への理解の促進により、不妊に悩む方への支援 

の充実・強化を図るため、医療講演会及び個別相談会を開催します。 

 

 今回の講演会は、全国でも有名な男性不妊専門の第一人者の先生 

２名の講演に加えて、当事者の声も聴くことができます。 

 男性不妊に携わる医師は少なく、詳しい話を聞く機会はなかなか 

http://www.parti.jp/kouza/index_04_2.html
http://www.parti.jp/katsuyaku/challenge_shop_2017.html


ありません。 

 この機会を逃さず、ぜひ御参加ください。 

 

１ 日時 平成 30年 1月 28日(日)１３：３０～１７：００ 

２ 場所 とちぎ男女共同参画センター(パルティ)ホール 

    (宇都宮市野沢町 4-1) 

３ 対象 男性不妊に関心のある方 

 

４ 内容 

 ○ 第１部 男性不妊医療講演会(１３:３０～１５:００まで) 

  『不妊カップルの絆 ～夫も積極的に外来を受診しよう～ 

   （男性不妊の原因－基礎知識と臨床－）』 

   講師：国際医療福祉大学教授、 

      山王病院リプロダクションセンター男性不妊部門長 

       岩本 晃明 氏 

   

   『妊活中のカップルの皆さんへ ～男性不妊治療の実際～』 

   講師：筑波学園病院泌尿器科医長 山崎 一恭 氏 

  

 ※ その他、男性不妊治療を経験された方がビデオ出演し、 

  自身の経験をお話しいただく予定です。 

 ※ 第 1部のみの参加も可能です。 

  

 ○ 第２部 医師との個別相談会(１５:１５～１７:００) 

   対象：男性不妊症またはその可能性のある夫婦・カップル 

  （男性のみ、女性のみの申込も可） 

 ※ 電話による事前予約が必要です。 

 

５ 申込方法 

  栃木県不妊専門相談センターへお申込ください。 

  電 話 ０２８－６６５－８０９９ 

  ＦＡＸ ０２８－６６５－８３２５ 

      (開催案内の裏面をお送りください) 

  Ｍail  funin.fuiku-soudan＠parti.jp 

 

６ 申込期限 



 平成 30年１月 26日(金) 

 

詳しくはこちらから↓ 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/e06/h29danseifunin_kouen_soudan.html 

開催案内・申込用紙はこちらから↓ 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/e06/documents/danseifuninannai12.pdf 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○佐野市主催イベントのお知らせ 

 「男女共同参画講演会」（2/3） 

 「働き方改革講座」（2/14） 

 「佐野市地域指導者等研修会」（2/21） 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

 佐野市では、以下のイベントを開催します。 

  

 みなさまの御参加をお待ちしています！ 

  

●「男女共同参画講演会」 

１ 日時 ２月３日（土）１３：００～１５：００ 

     （開場 １２：３０～） 

２ 場所 佐野市文化会館小ホール 

     （佐野市浅沼町５０８－５） 

３ 内容 

 (1) 第 13回男女共同参画に関する小学生の標語・作文表彰式 

 (2) 男女共同参画講演会 

  演題「私らしくあるために」 

  講師 マリ クリスティーヌさん（異文化コミュニケーター） 

 (3) 男女共同参画ネットワークさの加入団体活動パネル展  

 

４ その他 託児あり（１月 26日(金)までに申込) 

 

詳しくはこちらから↓ 

http://www.city.sano.lg.jp/topics/event/ev171228-11.html 

 

●「働き方改革講座」 

１ 日時 ２月１４日（水）１３：３０～１５：００ 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/e06/h29danseifunin_kouen_soudan.html
http://www.pref.tochigi.lg.jp/e06/documents/danseifuninannai12.pdf
http://www.city.sano.lg.jp/topics/event/ev171228-11.html


     （受付 １３：１５～） 

２ 場所 佐野市役所１階市民活動スペース 

     （佐野市高砂町１番地） 

３ 内容 

  講師 西川育美さん（働き方・休み方改善コンサルタント） 

  (1)「働き方改革」とは（基礎編） 

  (2)「働き方改革」を行う（実践編） 

４ 申込み先 

  佐野市人権・男女共同参画課（２月６日(火)まで） 

 

詳しくはこちらから↓ 

http://www.city.sano.lg.jp/topics/recruit/re180104-04.html 

 

●「佐野市地域指導者等研修会」 

 災害に備えるため、「男女共同参画の視点」で防災について 

学びませんか？ 

 避難所運営ゲーム（HUG）も体験します！ 

１ 日時 ２月２１日（水）１３：３０～１５：３０ 

     （受付 １３：１５～） 

２ 場所 佐野市文化会館２０１会議室 

     （佐野市浅沼町５０８－５） 

３ 講師 芳村佳子さん（(公財)とちぎ男女共同参画財団） 

     

４ 申込み先 

  佐野市人権・男女共同参画課（２月 14日(水)まで） 

 

詳しくはこちらから↓ 

http://www.city.sano.lg.jp/topics/recruit/re180104-03.html 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○日光市女性の活躍推進ガイドブックを作成しました 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

 日光市では、事業所等における女性の活躍を推進するため、 

日光市女性の活躍推進ガイドブックを新たに作成しました。 

 

 当ガイドブックでは、女性活躍に関する現状把握・課題分析が 

http://www.city.sano.lg.jp/topics/recruit/re180104-04.html
http://www.city.sano.lg.jp/topics/recruit/re180104-03.html


できるチェックシートや、女性活躍を推進するための具体的な取組 

事例を掲載しております。 

 

 また、ワークライフバランスや女性の人材育成などの各分野で 

ご活躍されている方々に、女性リーダーになるための心構えや 

ワークライフバランスの取組方法などをご寄稿いただきました。 

 

 ぜひ、当ガイドブックをご覧いただき、女性の活躍の取組に 

ご活用ください。 

 

詳しくはこちらから↓ 

https://www.city.nikko.lg.jp/jinkendanjo/jyoseinokatuyakusuisinn.html 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「女性活躍応援メールマガジン」第 16号をお送りしました。 

 

 みなさまは、どのようなお正月を過ごされましたか？ 

 新年を迎え「何かを始めたい！学びたい！」と思う方も多いはず。 

 今月号では、講座やセミナーのご案内も掲載していますので、 

興味のある方はぜひ参加してみてくださいね。  

  

 本年もどうぞよろしくお願いいたします。   

 

 次号は、２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 

★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆ 

https://www.city.nikko.lg.jp/jinkendanjo/jyoseinokatuyakusuisinn.html

