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新潟市と協力し 11 月 23 日（金・祝）～12 月 1 日（土）

までの 9 日間を「にいがた男女共同参画ウィーク」として、

アルザにいがたと新潟ユニゾンプラザの 2 ヵ所で、男女平

等・男女共同参画をすすめるためのイベントを開催します。

期間中、ワークショップを開催する団体が決定しましたので、お知らせします。なお、12 月 1 日（土）午後、

財団主催の講演会を開催する予定です。詳細が決まりましたら、センター情報やちらし等でご案内いたします。 

■ 11 月 23 日（金・祝） 
 午前・午後／北東アジアの女性史を学ぶ会（会場：新潟ユニゾンプラザ） 

午後／REALIVE（会場：新潟ユニゾンプラザ） 
■ 11 月 24 日（土） 

午後／新潟友の会（会場：アルザにいがた） 
■ 11 月 25 日（日） 

午前・午後／国際女性教育振興協会新潟県支部（会場：アルザにいがた） 
      フリーケミスト（会場：新潟ユニゾンプラザ） 

 午後／にいがた女性会議介護自立部会（会場：アルザにいがた） 
にいがた女性会議男女平等教育部会（会場：アルザにいがた） 
北東アジアの女性史を学ぶ会（会場：新潟ユニゾンプラザ） 

■ 11 月 26 日（月） 
午後／きいちごの会（会場：新潟ユニゾンプラザ） 

■ 11 月 30 日（金） 
午前／にいがた女性会議こころとからだ部会（会場：アルザにいがた） 
午後／女のユニオンにいがた（会場：新潟ユニゾンプラザ） 

にいがた女性会議（会場：アルザにいがた） 
夜間／ウィメンズサポートセンターにいがた（会場：アルザにいがた） 

■ 12 月 1 日（土） 
 午前・午後／イキイキ健康ふれ愛クラブ（会場：アルザにいがた） 
       劇団 Blue ジーンズ（会場：アルザにいがた） 
       Happy Balance with 子育てハンズ・どっとねっと（会場：新潟ユニゾンプラザ） 

午前／女のスペース・にいがた（会場：アルザにいがた） 
    越のみちネットワーク女性会議（会場：新潟ユニゾンプラザ） 

北京ＪＡＣ・新潟（会場：新潟ユニゾンプラザ） 
連合新潟女性委員会（会場：新潟ユニゾンプラザ） 

 午後／市民大学自主ゼミの会（会場：アルザにいがた） 
 

今後、様々な内容の地域セミナーが開催されます。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 長岡「経済活性化の鍵は男性も女性も働きやすい職場づくり」 
日 時 内容・講師 会場 

9 月 5 日（水） 
13:00～15:00 

【講演会＆シンポジウム】 
「経済活性化の鍵は男性も女性も働きやすい職場づくり 

 講師：上手康弘（株式会社カミテ代表取締役） 

長岡市立中央図書館講堂 
（長岡市学校町１－２－２） 

【定員】190 名   【参加費】無料   【主催】新潟県女性財団・長岡市    【共催】21 世紀職業財団 
【申込み・問合せ先】長岡市市民活動推進課 TEL 0258-39-2746 
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女性財団では、今年度から実践経験豊富な住民団体に、地域セ

ミナーの企画・実施を委託する形式を取り入れることにしました。

初年度である今年は、4 団体から応募があり、5 月 19 日の公開選

考会において下記の 2 団体の事業に決定しましたのでお知らせします。選考委員会において、男女共同参画の

視点が企画内容にしっかり盛り込まれていること、財団と連携する意義がきちんと考えられているなどの理由

から採択されました。 
 ★「フェミニストカウンセリング実践講座」 NPO 法人新潟フェミニストカウンセリングセンターまど 
 ★「オンナと仕事～女性のための創業塾～」 NPO 法人ワーキングウィメンズアソシエーション 
 
◆フェミニストカウンセリング実践講座（基礎コース）  

日時 内容 講師 

7 月 26 日（木） 
13:30～15:00 

【公開講座】 
わたしを大切にする生き方とは 
～カウンセリングとは？そしてフェミニストカウンセリングのめざすものは～

井上摩耶子 
（日本フェミニストカウンセリング学会代表

理事、ウイメンズカウンセリング京都代表）

※全 14 回の講座のうち、7 月 26 日と 10 月 28 日のみ財団から委託を受け、公開講座として開催します。 
【会場】アルザにいがた（新潟市万代市民会館 2 階）   【参加費】2,000 円（申込み後、振込み） 
【定員】40 名   【保育】定員 9 名。応募多数の場合、抽選。無料。   【〆切】7 月 17 日（火） 
【後援】新潟県女性財団、新潟市、NPO 法人日本フェミニストカウンセリング学会 
【主催・申込み・問合せ先】NPO 法人 新潟フェミニストカウンセリングセンターまど 

〒951-8127 新潟市中央区関屋下川原町 2-18  FAX 025-231-3010 
 
◆女性のための創業塾「不利を有利に変えるコツ」 

日時 内容・講師 会場 

9 月 15 日（土） 
13:00～17:00 

講義「不利を有利に変えるコツ」 
  講師：丸山結香（MAX・ZEN consultants 代表取締役） 
事例紹介「私の不利の乗り越え方」 
起業シュミレーション（ワークショップ） 

三条・燕リサーチコア 
（三条市須頃 1-17） 

【対象】起業したい女性（年齢・職種問わず）   【参加費】500 円 
【主催・申込み・問合せ先】ワーキングウィメンズアソシエーション 

TEL＆FAX 025-233-5983／ﾒｰﾙ infowwa@wwa-n.com  http://www.wwa-n.com/ 
 

女性財団では、今年度から財団のＰＲと賛助会員の増員等を目的

に、年に数回、講演会を開催します。 
第 1 弾は 7 月 5 日（木）に県女性センターで、ちゃい文々さんを

講師に招き、「心うるるん子育ち・親育ちセミナー」と題し、開催しました。詳細は、企画からかかわった  

女性財団企画運営委員から報告してもらいました。 
今後は、9 月・12 月・2 月に開催します。テーマ・講師は、毎回違ったものになる予定です。詳細が決定し

た講演会についてのお知らせは、ホームページにも掲載します。ぜひご参加ください。 

今回の講演会は、「いい親ってどんな親？」をテーマに、未就学児童の子どものいるお母さん方を主な対象

として、ａｓｓｈでおなじみのちゃい文々さんを講師に迎え開催しました。 
まず、グランドルール（話し合いをするにあたっての約束事）のお話から始まりました。私自身何回も聞い

てわかっていたつもりなのに改めて言葉にして書き出すことで、みんなが安心して、お互いを尊重し、認め合

い、“聴く”という姿勢になっていくのがわかりました。それから、グループに分かれ、「自分はだめな親だ

な」と思う時と「いい親だな」と思う時を書き出して話し合いました。だめな親の時ばかりが浮かんで、なか

なかいい親と思えないというお母さんがほとんどでした。その背景には、“母親”というしばりの中で、一人

で何でも抱え込み、悩み、心が一杯一杯になって、それで自己肯定できず、いい親としての私が見えないでい

るのだと思いました。でも、グループワークのおかげで、周りのみんなも同じ問題を抱えている、自分だけ

女性財団講演会

地域セミナー委託事業 



次回講演会のお知らせ 

「HELP!!に応えたい！」 
デートＤＶ＝いま、若者たちに起きていること 

 
講師：山口のり子（アウェア代表） 
日時：9 月 17 日（月・祝）13:00～16:00 
会場：県女性センター 女性団体交流室 2 
定員：40 名 
参加費：500 円（賛助会員は無料） 
保育：6 ヶ月以上、定員 10 名。保育協力費

子ども 1 人 200 円 
〆切：9 月 3 日（月） 

じゃないと気づき、その中でみんな「いい親じゃん！」と

思える時を改めて考え、書き出すことができました。それは、

気持ちがちょっと楽になり、見方を変えるだけで変わるんだ

と思った瞬間でした。 
その後、全員で輪になり、「私っていい親じゃん！」と思

うことを一人ずつ発表して、自己肯定するということを体感

することができました。 
最後は、ちゃいさんから、この場であふれた思い、心にた

まったものを持ち帰らないように紙に書き落として、心を軽

くして、ワークで記入した紙の「いい親」の部分だけを切り

取ってお土産に持って帰ってほしいというすてきな演出をし

ていただきました。 
今回の講演会の中で印象的だったのが、お母さんたちみん

な毎日一生懸命子育てを頑張っている。でも、何でも自分

一人で完璧にやることが本当の自立じゃないということ、

周りに助けてと勇気を出して言って、支援してもらうことは恥ずかしいことじゃない。また自分がすることで、

子どもにとってもすばらしい見本になるんだと教えてくださいました。 
同じ“親”としてのちゃいさんの思いがとても心に染み込みました。そして、この講演会に参加されたお母

さん方にとって、この女性財団というところがほんの少しでも身近な場所と感じていただけたら嬉しいです。 
【報告者／新潟県女性財団企画運営委員 大橋恵理】 

 
今年度から女性財団で専門職員として活躍している小熊さんが、6

月に国立女性教育会館（ヌエック）で開催された研修に参加してき

ました。その様子を報告してもらいました。 

6 月 13～15 日、「女性関連施設・団体リーダーのための男女共同参画研修」に参加してきました。全国か

ら 114 人の参加がありました。 
この研修で私のテーマは 2 つです。1 つは全国の女性関連施設の職員や団体の方との交流。もう 1 つは事業

への示唆、特に人材育成に関する情報を得ることです。 
交流は初日のプログラムに自己紹介の時間があり、たくさんの方と名刺交換をしました。いつもより多めに

持参した名刺は、この段階ですでに残りわずか。夕食後にも懇親会があり、ついに名刺が品切れに。後はひた

すら名刺をいただくのみとなってしまいました。団体リーダーのパワーは言うまでもありませんが、迫力があ

りました。 
人材育成に関しては、力量形成というテーマで全国での様々な事例が紹介されました。今後は、啓発から作

業の場への転換が必要であること。「男女共同参画」という言葉を使わなくても課題が個別化して解決にむけ

ての活動が進められているなど、助言者からコメントがありました。事業をすすめる上でも大きなヒントにな

りそうです。 
全国的に女性関連施設で指定管理者制度が導入され、この研修にもＮＰＯ法人からの参加者がたくさんいま

した。多様なニーズに対応した事業展開や貸し館における問題、自主財源等、当財団にとっても課題となって

いることが共通として語られていました。 
たくさんの資料をお土産に持ち帰りました。「見たい！」という方はぜひお声がけください。 

【報告者／新潟県女性財団専門職員 小熊洋子】 
 
マザーズサロン新潟オープンのお知らせ 
 4 月 23 日、ときめきしごと館内にマザーズサロンがオープンしました。キッズ

コーナーや授乳室もあるので、お子さん連れで安心してお仕事探しができます。 
【所在地】新潟市中央区弁天 2-2-18 新潟 KS ビル内 ハローワーク新潟ときめきしごと館 

TEL 025-240-4510／FAX 025-241-8610 
【利用時間】平日 9:30～19:00／土曜 10:00～17:00（日・祝日はお休みです） 

県内の情報 

ヌエック研修報告 



支援者のためのスキルアップ講座 
 女のスペース・にいがたでは、相談員・相談を受けている人を対象に講座を開催します。公開講座のみの参

加もできます。詳細については、下記へお問い合わせください。 
【日程】2007 年 9 月 8 日～11 月 10 日 隔週土曜日 14:00～16:00／全 5 回 
    公開講座 2007 年 10 月 27 日（土）14:00～16:00 「暴力の中の子ども～子どもの声が聞こえていますか～」 
【会場】新潟県女性センター 女性団体交流室 1・2（新潟ユニゾンプラザ 2 階） 
【対象者】相談員・相談を受けている人   【受講料】6,000 円（公開講座のみの参加は 1,500 円） 
【〆切】8 月 20 日（月）  【後援】（財）新潟県女性財団 
【主催・問合せ先】NPO 法人 女のスペース・にいがた 

TEL 025-231-3012／FAX 025-231-3010／ﾒｰﾙ fspace@piano.ocn.ne.jp 
 

「女性の学習の歩み」実践・研究レポート募集 
日本女性学習財団では、女性たちが社会・地域・家庭の中で、葛藤や障壁を乗

り越えてきた過程をジェンダーの視点でふり返り、女性の教育・学習の歩みとし

てまとめたレポートを募集しています。詳細については、下記へお問い合わせください。 
【応募条件】①未発表のものであること ②Ａ４判・横書き・16000 字～22000 字（年表・図表を含む） 
【応募方法】郵送のみ   【応募締切】2007 年 9 月 30 日（日） 
【お問い合わせ】（財）日本女性学習財団 TEL 03-3434-7575 http://wwwsoc.nii.ac.jp/jawe2/ 
 
第 4 回日立市男女の生き方に関する作品募集 
「男女が織りなす暮らしの奮闘記パート２ ～わたしの生き方・家族の選択～」 

日立市では、性別にとらわれない多様な生き方の選択を主なテーマとして、自分や家族が選んだ道、生き方

などに関する体験談を募集しています。15 才以上の方ならどなたでも応募できます。詳細については、下記

へお問い合わせください。 
【応募方法】郵送またはＥメール（ワードで添付）。原稿用紙または A4 用紙に題名と文章を記入し、字数は

800 字～1,000 字程度。住所・氏名・年齢・職業・性別・連絡先（TEL 又は FAX）を明記。 
【応募締切】2007 年 8 月 20 日（月）  【募集規定】未発表で自作のものに限る（1 人 1 点） 
【お問い合わせ】日立市生活環境部女性政策課 TEL 0294-22-3111（内線 568） 

http://www.city.hitachi.ibaraki.jp/ 
 
第 25 回市川房枝基金援助希望者募集 

市川房枝記念会では、女性の地位向上・政治の浄化などに取り組む女性たちの活動に援助を行っています。

援助決定後 1 年以内に活動及び会計報告を提出する必要があります。詳細については、下記へお問い合わせく

ださい。 
【援助課題】女性の地位向上、政治の浄化などのための個人及び団体の活動や調査研究で、社会に役立つもの

であること 
【援助の対象】原則として女性であること（個人及び団体・グループ） 
【援助金額】総額 10 万円   【援助件数】原則として 1 件   【応募締切】2007 年 8 月 31 日（金） 
【お問い合わせ】(財)市川房枝記念会 TEL 03-3370-0238  http://www.ichikawa-fusae.or.jp/ 
 

編集・発行／ 財団法人 新潟県女性財団 
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