
兵庫県男女共同参画ニュース

1

第７２号（毎月１日発行）２００８（平成２０）年 ８月１日 発行

このニュースは、兵庫県男女共同参画社会づくり条例によって設置された「兵庫県男女

共同参画推進員」の地域や職場での活動を支援する情報を提供するものです。

男女共同参画推進員の活動の一環として推進員から県民のみなさんにお届けしています。

男女共同参画社会とは 男女が共にその個性と能力

を十分に発揮し、共に責任を分かち合う社会です｡

平成２０年度 男女共同参画週間記念事業

男女が互いを尊重し、その個性と能力を発揮できる男女共同参画社会づくりに取り組む契機とするため、

男女共同参画週間記念事業「ひょうごフォーラム」を７月７日、クリスタルホールで開催しました。

東京大学社会科学研究所佐藤博樹教授が「男女共同参画と『仕事と生活

のバランス』」と題して講演。

「ワーク・ライフ･バランス（以下「ＷＬＢ」という）支援は、仕事

以外でも充実を求める社員を支える両立支援で、社員の意欲向上のため

の新しい労働条件と考えるべきだ」と説明。そして、ＷＬＢを進めるた

め企業が取り組むべきことは、「社員一人一人が、限られた時間を有効に

使うメリハリのある働き方の定着化」「ＷＬＢ支援のための制度の導入と

休業者が出た場合に職場全体でカバーしあえる環境づくり」そして、そ

れらを進める土台としての「多様な価値観、生き方を認める職場づくり」

の三つであり、「ＷＬＢ支援の定着には、管理職のマネジメント力が鍵。

働き方を変えることで、社会を変えることができる」と力強く説明され

ました。

男女共同参画社会づくり協定 新たに１９事業所と締結
トピックス

仕事と家庭の両立に向けた環境整備、女性の能力活用、セクシュ

アルハラスメントの防止など、男女共同参画社会づくりに積極的に

取り組む事業所と県との協定締結式が 7月 7日「ひょうごフォーラ

ム」において行われました。

今回、新たに１９事業所と協定を締結し、これで１９３社２団体

となりました。

新たに締結した事業所については、県 HPに掲載しています。

http://web.pref.hyogo.lg.jp/ac15/ac15_000000203.html#h04
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淡路地域連絡会議「菜のはな」

ビデオ鑑賞会とトーク「老親」

日時：７月１１日（金）１３：３０～１６：３０

場所：洲本総合庁舎 中会議室

32名の参加のもとビデオ鑑賞会とトーク『老親』の事業を

行いました。

ビデオ『老親』のテーマは、「長男の嫁」「女性としての生き

方」「老人の自立」等盛りだくさんの内容でした。

参加された人の感想を以下に紹介します。

「いいものを見せてもらった。日常の生活に活かせるのではないか。」「嫁が言うべきことを言うことは

良いことだ。本音で義父や近所の人と付き合うのは良かったのではないか。」

「重いテーマだ。私も長男の嫁で９０才の母を抱えている。２０年前にこのビデオを見れば良かったと

思う。」 みなさんも、一度『老親』を見てください。とても良いですよ。

「菜のはな」は、これからも 10 月と 2 月に事業を予定しています。みなさんの参加をお待ちしています。

（佐渡達史）

日 時 講座名 講師等

10:00～12:00 男が「本当の自分」になるとき 産業カウンセラー・臨床心理士 千葉 征慶

8 月 22日（金）
13:00～16:00

わたしもできる 政治参画！

～ヒントはくらしの中に～

県内市町女性議員等

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 県立男女共同参画ｾﾝﾀｰ所長

10:00～12:00
男女ともに働きやすい社会をつくろう！

～男女の格差を超えて～

兵庫県立大学経営学部准教授

三崎 秀央

9 月 5日（金）

13:00～16:00

みんなで子育てを応援しよう！

～見直してみよう、地域力～

神戸松蔭女子学院大学人間科学部教授

勝木 洋子

NPO 法人保育ﾈｯﾄﾜｰｸ ﾐﾙｸ ひおか子育てひろば

9 月 19日（金） 10:00～12:00
地域ぐるみの健康づくり

～家庭・地域・学校で食育の推進～

県立こどもの館館長 保健師 中野 則子

（前県立男女共同参画ｾﾝﾀｰ所長）

男女共同参画推進員地域別ブロック事業紹介

参 加 者 募 集

中播磨男女共同参画推進員連絡会議

人形劇とお話 家族ってええなあ！～こころ豊かに楽しく暮らすために～

日時：８月３０日（土）１３：３０開演（１３：００開場）

場所：児童センター きらきら館 遊戯ホール

出演：人形劇団「ねぎぼうずＳＡＹＯ」

演目：①みんなで歌いましょう ②パックンＳＨＯＷ！ほか

申込：直接会場へお越しください

問合先：中播磨男女共同参画推進員連絡会議 奥田

TEL/FAX ０７９－２４５－６４３１

受 講 生 募 集 お申し込みは県立男女共同参画センターまで！！
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男女共同参画社会づくり条例に基づき、兵庫県と協定を結んで、男女共同参画の取り組みを進めている

県内の事業所をご紹介するコーナーです。

男女共同参画社会づくり協定締結事業所 紹介第 15回

株式会社アジェル
所在地 神戸市東灘区甲南町 2-4-12 ジークレフ東灘１階

代表者名 代表取締役 谷口 二郎

業 種 業務請負、人材派遣、アウトソーシング

従業員数 ９０人

協定締結日 平成１９年７月１１日

ＵＲＬ http://www.ajel.jp/

○ 当社では、有給休暇の取得を推進しています。

○ 勤務環境に対する、相談体制を充実させています。

○ 性別によらない管理職登用を実施しています。

○ 出産・育児による離職者の再雇用、相談受付を積極的に行っています。

○ セクシュアル・ハラスメントに関する相談・苦情窓口を設けております。

○ 母子家庭等、特に事情がある方、育児・介護等の理由による就業相談にも応じています。

～イーブン情報図書室の資料をご紹介します～

★ 貸出は、１回３点まで、期間は図書・雑誌２週間、

ビデオ１週間です。

こんな取り組みをしています！

■「夫が書いた失敗しない共働

き１２の方法」
（早瀬鐄一著／三水社／1994 年
四六版 217 頁） 

元来ものぐさで結婚するまで家
事を全くしなかった著者が経験し
た２５年間にわたる共働きのノウ
ハウをあなたに。

家事をやらねば！などと肩に力
が入るのではなく、家事は大変だ
けどやるからには楽しんでやろう
と等身大で取り組む夫の思いや工
夫が語られています。
「共働き夫婦はいかに喧嘩すべ

きか」など、製鉄会社勤務の技術
屋さんらしい分析力がキラリと光
る本書は、気持ちの持ちようなど
にも触れられており、現代の共働
き夫婦にも参考になるのではない
でしょうか。

★「カウンセラー・パパの子

育て論」 
（諸富祥彦著／金子書房／2001
年 四六版 216 頁） 

愛娘友希ちゃんと 30 代子育て
初めて“とうちゃん”の日常生活
でのやりとりを中心に、教育カウ
ンセラーとして多くのお子さんや
親御さんの悩みに耳を傾けてきた
著者が学んだ事柄がエッセンスと
して散りばめられています。

子育て中のお母さん、お父さん
たちと同じ目線で書かれていて、
「カウンセラーだって自分の子育
てとなると大変なんだ！」とホッ
として欲しいと著者は願っていま
す。この本との出会いであなたの
子育てにも新しい風が吹くかもし
れませんよ。

◆「働く女性のための仕事&
子育てを応援する本」
（とらばーゆ編集／メディアファ
クトリー／2002 年 175 頁） 

1 年間にわたり『とらばーゆ』
に連載された『子育て中カップル
のワークスタイル拝見』。この連載
をまとめた本書には、育児と仕事
の両立を乗り越え、仕事を続けて
いくことの喜びを味わっている先
輩たちの、生の情報・本音のノウ
ハウ・後輩たちへの応援メッセー
ジがギュッと詰まっています。
読んでいくうちに何故だか元気

が出てくるような気がします。
「仕事と生活の両立に悩んでいる
のはあなたひとりではありません
よ」というメッセージが溢れてい
る一冊です。
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兵庫県立男女共同参画センター・イーブン開館時間

月～金曜日 9:00～19:00 ／ 土曜日 9:00～17:00 ／ 休館日 日曜日・祝日・国民の休日・年末年始

女性のためのチャレンジ相談 「働きたい」「起業してみたい」「何かを始めたい」そんな様々な

チャレンジを希望する女性のための無料個別相談です。

相談日 原則 毎月第１～４木曜日 時 間 ①１０：００～ ②１１：００～ ③１２：００～

相談員 社会保険労務士・ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 高見 香織 場 所 県立男女共同参画センター

○相談はご予約ください。予約は０７８－３６０－８５５４へ １１時からの相談は一時保育（１歳半～就学前まで・無料）も

利用できます。 問合せ・予約 県立男女共同参画センター 就業援助課

９月の相談日 ： ４日、１１日、１８日、２５日 １０月の相談日 ： ２日、９日、１６日、２３日

● 兵庫県立男女共同参画センター・イーブンの相談窓口 ＊いずれも祝日・年末年始の休館日を除きます。

女性のためのなやみの相談 電話 Tel 078-360-8551 月～土曜 ( 9:30～16:30)

面接(予約) Tel 078-360-8554 月～金曜 (11:00～18:40)

土曜 ( 9:20～16:50)

女性のための心身
こ こ ろ

の健康相談 面接(予約) Tel 078-360-8554 毎月第１・３木曜 (13:30～16:40)

法律相談 面接(予約) なやみの相談（面接）後予約 毎月１回

男性のための相談 電話 Tel 078-360-8553 毎月第３火曜 (17:00～20:00)

不妊専門相談 電話 Tel 078-360-1388 毎月第１・３・４土曜（10:00～16:00）

面接(予約) Tel 078-360-8554 毎月第２土曜 (14:00～17:00) 助産師

毎月第４水曜(14:00～17:00) 医師

女性のためのチャレンジ相談 電話・面接（予約） Tel 078-360-8554 毎月第１～４木曜(10:00～13:00)

発行 ： 兵庫県立男女共同参画センター・イーブン Tel ０７８－３６０－８５５０ Fax ０７８－３６０－８５５８

〒６５０－００４４ 神戸市中央区東川崎町１－１－３ 神戸クリスタルタワー７階 http://www.hyogo-even.jp
発行日: 2008 年８月 1 日 第７２号（毎月 1 日発行） 男女共同参画ニュースに関するお問合せは企画啓発課までどうぞ。

イーブン心理講座 傷ついた女性のための自分をたいせつにする心理講座
夫婦や恋愛関係でこころを傷つけられたことはありませんか？

目にみえないところがズキズキする、わすれられない、引きずっている・・・・。

そんなあなたのこころがほんわかして、すこし自分に自信が持てる方法を学ぶ講座です。

日 時 9月 10日・17日・24日（水）13:30～15:30

内 容 「傷ついた“わたし”を見つめてみよう」「傷つけた人とのキョリを測ってみよう」

「傷ついた“わたし”を抱きしめてみよう」

講 師 県立男女共同参画センター 女性問題カウンセラー 高橋孝子

定 員 全回参加可能な女性 20名（抽選） 参加費 無料

会 場 県立男女共同参画センター セミナー室

申込締切 8月 20日(水)必着。所定の申込書を県立男女共同参画センターまで、ＦＡＸ・郵送またはご持参

下さい。抽選後、当選者にのみ 9月 1日か 2日に希望の連絡方法で通知します。

ビジネスで多く使われている文書作成（ワード）

表計算（エクセル）ソフトを基礎から学びます。

○ コース ワード集中またはエクセル集中コース（同時受講は出来ません）

○ 期 間 10/2（木）～11/10(月)のうち 15日間 10時～16時（１時間休憩あり）

○ 対 象 子育てや介護等のため退職し、再就職を考えている県内在住の方で、

ローマ字入力とマウス操作ができ、全日程に出席できる方

○ 定 員 各コース２０名 ○ 参加費 無料（テキスト代７,３５０円は自己負担）

○ 申込方法 8/27（水）または 28（木）、いずれも 10 時～12 時と 13 時～15 時に筆記用具と官製はがきを持参の

上、申込者本人が直接、会場にお越しください。

○ 会 場 伊丹市立女性・児童センター TEL/FAX ０７２－７７２－７２４８

再就職パソコン講座（伊丹）


