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10 月から 11 月にかけて、様々な内容の地域セミナーが開催されます。妙

高市で開催するセミナーは、住民団体と共に企画したセミナーです。各セミ

ナーの詳細については、それぞれの「申込み・問合せ先」へお電話ください。

当財団のホームページでも詳細がご覧いただけます。 

◆地域セミナー in 三条 「やってみよう！メディア・ウォッチング ～見て 気づいて それから… ～」 
回 日 時 内容・講師 会場等 

１ 
10／5（木） 
10:00～12:00 

見えているのに見えていない！メディアの隠れたメッ

セージ 
 講師：渡辺英美子（新潟日報社編集委員） 

２ 
10／12（木） 
10:00～12:00 

メディアの思い込み 見てみよう！ 

３ 
10／26（木） 
10:00～12:00 

実践!! メディアと上手に付き合おう！ 

三条市男女共同参画センター 
（三条市田島２－２２－３６ 勤労福祉

会館３階） 

【定員】30 名 
【参加費】無料 

【保育】生後 6 ヵ月以上、小学校 2 年生まで。子ども 1 人につき 1 回 200 円。 
【主催】新潟県女性財団・三条市   【協力・後援】新潟日報社 
【申込み・問合せ先】三条市総合政策部地域振興課男女共同参画担当 

TEL 0256-34-5511（内線 313）／FAX 0256-34-7933／ﾒｰﾙ danjo@city.sanjo.niigata.jp 

◆地域セミナー with 女
ひと

と男
ひと

ネットワークこうげん 「思春期の心と体を一緒に考えてみませんか？」 
回 日 時 内容・講師 会場等 

１ 
10／14（土） 
13:30～15:30 

思春期のゆれる心をみつめて 
「なぜ親の気持ちと子どもの気持ちはすれ違うの？」 
 講師：小柳信子（子育て支援カウンセラー） 

２ 
10／24（火） 
18:30～20:30 

思春期の体の成長と性について 
 講師：瀧澤ミチ子（サークル「ひこう船」代表） 

３ 
11／12（日） 
13:30～15:30 

今輝いていますか？ 
「親としての楽しさ、寂しさを分かち合いましょう 

～今考えていること、悩んでいることを話してみよう、聴いてみよう～」

 講師：荻原佐知子（フェミニストカウンセリングルーム「かい」カウ

ンセラー） 

妙 高高 原メッ セ保 健セン

ター（妙高市田口３３） 

【定員】30 名 
【参加費】500 円 
【〆切】10 月 7 日（土） 
※単発参加も可能です。 

【対象】小学生から高校生の保護者どなたでも   【保育】1 人 100 円 
【主催】新潟県女性財団、女と男ネットワークこうげん 
【後援】妙高市教育委員会、女と男パートナーシップセンター 
【申込み・問合せ先】女と男ネットワークこうげん 代表：木村 TEL 0255-86-3870／FAX 0255-86-4710 

妙高市教育委員会 TEL 0255-72-1487／FAX 0255-72-3902 

◆地域セミナー with 姥ヶ山自治会女性部 「自分らしくいきいきと」 
日 時 内容・講師 会 場 

10／28（土） 
13:00～15:00 

「自分らしくいきいきと～中高年の心と身体の健康～」 
講師：伊藤千賀さん（ｃｈｉｋａプロモーション代表取締役社長）

姥ヶ山会館 
（新潟市姥ヶ山４－１５） 

【主催】新潟県女性財団、姥ヶ山自治会女性部 
【申込み・問合せ先】新潟県女性財団 TEL 025-285-6610／FAX 025-285-6630 

地域セミナー 



◆地域セミナー in 十日町 「自分らしく生きる」 
回 日 時 内容・講師 会場等 

１ 
11／1（水） 
19:00～21:00 

基調講演「これからの女
ひと

と男
ひと

のいい関係は？」 
講師：大島煦美子（新潟県女性財団理事長） 

ロールプレイ、グループワーク 

２ 
11／8（水） 
19:00～21:00 

ロールプレイ、グループワーク 

３ 
11／22（水） 
19:00～21:00 

講演「生涯自分らしくともに生きる」 
講師：江口夫佐子（元長岡健康福祉事務所次長） 

４ 
3 月中旬 
19:00～21:00 

グループワーク 

松之山自然休養村センター 
（十日町市松之山１０３６－９） 

【定員】30 名 
【参加費】無料 
【〆切】10 月 16 日（月） 

【主催】新潟県女性財団・十日町市・十日町地域振興局健康福祉部 
【申込み・問合せ先】十日町市総合政策課行革協働係 TEL 025-757-3111（内線 231） 

十日町市松之山支所地域振興課自治振興係 

魚沼市でフロンティア講座を開催します。2 児の母として自ら子育

てをしながら、数々の事業を手掛け、現在、国内初女性航空会社の社

長を務める江村さんからお話を聞きます。その発想力と実行力、いき

いきとした生き方にきっとパワーをもらえるはず。詳細は魚沼市生涯学習課（TEL 025-794-6073）にお問い合

わせください。 
【日時】11 月 11 日（日）14:00～16:00   【会場】小出郷文化会館（魚沼市千溝 1848-1） 
【内容】「にわとりのあたま～子育てをしながら働く、若き企業戦士～」 講師：江村林香（㈱エアトランセ社長） 
【主催】魚沼市   【共催】新潟県女性財団   【後援】魚沼ものづくり振興協議会 

男女共同参画宣言都市の首長が一堂に会してシンポジウム等を行う「全国男女

共同参画宣言都市サミット」が上越市で開催されます。記念行事としてワーク

ショップや即売会もあります。新潟県女性財団も、サミットに協賛として、記念

事業ワークショップは共催として関わっています。全国からの参加をお待ちしています。 
■申込み・問合せ先 上越市男女共同参画推進課 TEL 025-526-5111／FAX 025-526-3144 
 

協賛事業 

2006 全国男女共同参画宣言都市サミット in じょうえつ

チャレンジ～ともに歩むこれからのまちづくり～ 

【日時】11 月 10 日（金）12:20～17:20 
【会場】上越文化会館大ホール 
【主催】内閣府、上越市、サミットｉｎじょうえつ実行委員会

【協賛】財団法人新潟県女性財団 

12:20 オープニング 
   朗読劇「地域における男女共同参画」 

12:50 主催者あいさつ 内閣府・上越市 
13:10 男女共同参画推進本部報告 内閣府男女共同参画局 
13:40 基調講演「これからのまちづくりへのチャレンジ」

   講師／桜井陽子（財団法人横浜市男女共同参画推進協会事業本部長）

15:00 シンポジウム 
パネリスト／男女共同参画宣言都市首長 

コーディネーター／橋本ヒロ子（十文字学園女子大学教授） 
17:10 サミット共同宣言 上越市長 
17:20 閉会あいさつ サミット in じょうえつ実行委員長 

サミット in じょうえつ記念事業 
ワークショップ 

【日時】11 月 11 日（土）10:00～15:00 
【会場】上越市市民プラザ 
【主催】サミットｉｎじょうえつ実行委員会

【共催】財団法人新潟県女性財団 

■ワークショップ 10:00～11:50 
「あすの男女共同参画センターを考える」 

「アサーティブ・トレーニングを体験しませんか」

「健康で楽しく自分らしく婦人会活動をしよう」 

「子育て支援と男女共同参画」 

「ヒ・ミ・ツな柿崎家」 

「人形劇で男女共同参画きっかけづくり」 

「子どもたちが安心して生きていくために」 

「バランスよく生きていますか？」 

「何たって平和！」 

「性と生をまなぶ」 
■活動展示 10:00～15:00 
■即売 11:50～13:50 

フロンティア講座 



第 22 回柏崎フォーラム 
「共につくる希望の未来～手をたずさえて～」

と き：2006 年 10 月 1 日（日） 10:00～15:30 
ところ：柏崎市市民プラザ 

■講演 10:00～15:30 
「育休父さんの子育て」 

講師：山田正人さん（著書「経産省の山田課長補佐、ただ

いま育休中」日本経済新聞社刊）

■ワークショップ 10:00～12:00 
■地場産ＰＲコーナー 10:00～15:30 

【主催】柏崎フォーラム実行委員会、かしわざき男女共

同参画プラン推進市民会議、柏崎市、新潟県 
【問合せ先】柏崎市市民生活部男女共同参画室 

TEL 0257-20-7605／FAX 0257-22-2637 

北京ＪＡＣ・新潟 10 周年事業 
「北京会議から 11 年 北京ＪＡＣ・新潟設立から

10 年～新潟の女性 これまでとこれから～」 

と き：2006 年 11 月 11 日（土） 10:00～16:00 
ところ：新潟ユニゾンプラザ 

■分科会 
■分科会報告＆全体意見交換会 

コーディネーター：羽後静子（中部大学助教授） 
■記念講演「女性と人権」 

講師：有馬真喜子（NPO 法人国連女性開発基金日本国内委

員会理事長） 
※交流茶話会（16:30～17:30）があります。自由参加で

す。参加費 1,000 円。 

【参加費】一般 800 円／学生 500 円（高校生以上） 
【保育】協力費 500 円。10 月 31 日締切。 
【問合せ先】北京ＪＡＣ・新潟 

 TEL＆FAX 025-245-3063（小林） 
【後援】新潟県女性財団 

震災フォーラム 
「子どもを連れての避難・実態と教訓」 

と き：2006 年 11 月 3 日（金・祝） 14:00～17:00 
ところ：ホテル新潟 

■基調講演「遠隔支援ネットワーク」 講師：吉村憂希

■事例報告 

【問合せ先】NPO 法人ヒューマン・エイド 22  
  TEL 0250-21-4152 http://www8.ocn.ne.jp/~sodati/

女のスペース・にいがた 
2006 年度スタッフ養成講座 

【期日】2006 年 10 月 10 日（火）～2007 年 2 月 13 日

（火）／全 6 回 
【申込締切】9 月 20 日（水） 
【参加資格】相談スタッフ（ボランティア）として、実

際に活動可能な女性 
【参加費】2000 円 
【問合せ先】NPO 法人女のスペース・にいがた（月～

金 10 時～16 時） 
TEL 025-231-3012／FAX 025-231-3010 
ﾒｰﾙ fspace@piano.ocn.ne.jp 

にいがた男女共同参画ウィークの最終日、12 月 2 日

（土）には、新潟ユニゾンプラザ多目的ホールで「にいが

た女と男フェスティバル 2006」を開催します。女性だけで

なく男性も、そしてこれから働こうと考えている若い人た

ちにも共通する課題として、ワーク／ライフ・バランスをテーマに講演会を開催します。講師には、日本で最

初のワーク／ライフ・コンサルタントとして独立し会社を設立したパク・ジョアン・スックチャさんをお招き

します。私はどんな生き方をしたいのか。私にとって一番大切なことは何なのか。私が本当にやりたいことは

何なのか。どうすれば納得のいく生き方ができるのか。パクさんの提案を手がかりに答を見つけてみませんか。 
詳細は、ちらし（10 月中旬頃配布の予定）やホームページでお知らせします。ぜひご参加ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
詳細については、それぞれの「問合せ先」へお電話ください。 

 

 

県内の情報 

にいがた男女共同参画

ウィーク 

にいがた女
ひと

と男
ひと

フェスティバル 2006 

【会場】新潟ユニゾンプラザ ホール 
【日時】12 月 2 日（土） 13:00～15:00（予定） 
【問合せ】新潟県女性財団 TEL 025-285-6610 

「変化する時代のワーク／ライフ・バランス 
        ～自分をリ・デザインする～」 

講師：パク・ジョアン・スックチャさん 
（ワーク／ライフ・コンサルタント）

アルザフォーラム基調講演 

【会場】新潟市万代市民会館 ホール 
【日時】11 月 23 日（木・祝） 13:30～15:00
【問合せ】アルザにいがた TEL025-246-7713
     http://alza.city.niigata.niigata.jp/ 

「私の生き方～仕事も家庭も恋愛も～」 
  講師：遙洋子さん（タレント・作家） 



新発田女性会議設立 10 周年 記念式典・講演会 

と き：2006 年 10 月 14 日（土） 
ところ：新発田市地域交流センター きりや館 

■記念式典 13:00～13:30 
■記念講演 13:30～14:40 
 「女性団体のこれから」 
  講師：下村美恵子（さいたま市男女共同参画推進センター事業

コーディネーター） 
■交流会（参加費 1,000 円） 14:50～16:00 

【問合せ先】新発田女性会議  
TEL＆FAX 0254-24-2458（小柳） 
TEL＆FAX 0254-24-1335（田村） 

バックアップセミナーPart8～女性を議会へ～ 

【期日】2006 年 9 月 30 日（土）～10 月 21 日

（土） 
【会場】アルザにいがた 
【参加費】5,000 円（学生 3,000 円） 

公開講座のみ 1,000 円 
【申込締切】9 月 20 日（水） 

公開講座のみ 10 月 16 日 
【問合せ先】女性議員を増やそうネットワークに

いがた 
TEL 025-228-1068（渡辺） 

アルザフォーラム協賛事業 
記録映画「丸岡秀子 ひとすじの道」

【期日】2006 年 11 月 25 日（土） 13:00 開演 
【会場】新潟市万代市民会館 6 階ホール 
【入場料】大人 1,000 円／学生 700 円 
【前売り】伊勢丹・大和のプレイガイド 
【問合せ先】にいがた女性会議 

TEL 025-228-1068（渡辺）  
 

「女性の再チャレンジ支援ポータルサイト」構築のための意見・提案募集 
内閣府男女共同参画局では、チャレンジ支援策の一環として「女性の再チャレ

ンジ支援プラン」に基づき、子育てや介護後の女性が就職や起業等に再チャレン

ジするために必要な情報をインターネット上で効率的に入手できるように総合的な支援情報

を集めた「女性の再チャレンジ支援ポータルサイト」の構築を予定しています。今回、広く

再チャレンジを希望する女性の方々から『女性の再チャレンジ支援ポータルサイト』へのご

意見・ご提案を募集します。詳細については、内閣府男女共同参画局のホームページ

（http://www.gender.go.jp/）をご覧ください。 
 
 

編集・発行／ 財団法人 新潟県女性財団 
〒９５０－０９９４ 新潟市上所２－２－２ 新潟ユニゾンプラザ２階／新潟県女性センター 

         ＴＥＬ ０２５－２８５－６６１０  ＦＡＸ ０２５－２８５－６６３０ 
E-ma i l ｂａｌａｎｓｕ＠ｃｏｃｏａ．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ 

 ホームページ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ３．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ／~ｂａｌａｎｓｕ／ 
携帯電話用のホームページは、上記アドレスの後に／ｉ／をつけてください。 

県外の情報 

第 1 回 9 月 30 日（土）10:30～15:30 

 公職選挙法を学ぶ 

 選挙活動・議員活動実践 

第 2 回 10 月 14 日（土）10:30～15:30

 県財政の仕組みを知る 

 政策提言にむけて 

第 3 回 10 月 21 日（土）10:30～15:30

20th ウィルながおかフォーラム 
「私とあなたとこのまちと…ずーっとここで暮らしたい

～手と手と手、つなご～」

■基調講演 
 と き：11 月 22 日（水） 18:30～20:30 
 ところ：長岡リリックホールシアター 
 「男も変わる・女も変わる結婚観～未婚・晩婚化のワケ～」 
  講師：板本洋子（日本青年館結婚相談所長） 
■分科会 

と き：11 月 25 日（土） 10:00～15:30 
 ところ：ながおか市民センター 

【問合せ先】長岡市男女平等推進センター ウィルながおか

（担当：波多・高橋） 
TEL 0258-39-2746／FAX 0258-39-2747 


