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「にいがた女と男フェスティバル 2008」の女性財団主催事業として、裁判員制度をテ

ーマにした講演会を行います。来年 5月スタートの制度によって一般の人が裁判に関わる

ことになるからこそ、多くの人に司法におけるジェンダーの視点の必要性を知ってもらう

ことが重要と考えて企画したものです。裁判員候補者名簿に登録された人には通知が届き始める 11

月末、講演会にぜひご参加ください。 

 

「カウントダウン いよいよ始まる裁判員制度～もしも わたしが選ばれたなら～」 

日時：11月 30日（日） 13：30 ～ 16:00   

会場：新潟ユニゾンプラザ 4階 大研修室  

定員：１５０名  参加費：無料  

■第一部 裁判員制度についての説明（新潟地方検察庁職員） 

■第二部 講演「ジェンダーの視点から裁判員制度を考える」  

 申込方法：電話・FAX・メール・ハガキのいずれかの方法で 

「講演会参加希望」と明記のうえ、氏名・住所・電話番号を 

 新潟県女性財団までお知らせください。 

保育：FAXまたはハガキで申し込み。保育協力費子ども一人半日 200 円。11 月 15日（土）締切。

定員 15名。応募多数の場合は抽選。結果については郵送にてお知らせします。 

 

  詳細は各団体へお尋ねください。多くの皆様

のご参加をお待ちしています！ 

【11月 29日（土）10:00～12:00】＊ワークショップによって開催時間が異なります。 

内   容 会場・問合せ先 

新しい時代の料理の考え方 家族各々ができることから～新しい

コミュニケーションへ！ 

･･実際に調理しながら家族のコミュニケーションの場としての料理

を考えます。 参加費：500 円 ＊本ワークショップは昼を挟んで 10時～14時 

会場：２階調理実習室・女性団

体交流室２ 

教育ボランティアの会 

025-270-5580（笠井） 

ことばの護身術 ～ムカついた！！そのひと言に！～ 

･･生活の中で「ムカつく」と感じたことについてﾌｧｼﾘﾃｰｼｮﾝ･ｸﾞﾗﾌｨｯｸ

を使って一緒に考えましょう。 参加費：無料 

会場：２階女性団体交流室１  

新潟県女性財団 

 025-285-6630 

まちなかでイキイキくらす知恵を語ろう 

･･くらしのすてき人、すてきな場所を通して、快適なまちづくりを

一緒に考える交流の場です。 参加費：300 円 

会場：４階小研修室４ 

越のみちネットワーク女性会議

025-287-5751（小黒） 

【11月 29日（土）13:30～16:00】＊ワークショップによって開催時間が異なります。 

内   容 会場・問合せ先 

今が見直すチャンス！食と家計－子どもが幼稚園に入って－ 

･･教育費や物価高騰に負けない栄養満点で元気の素になる食事につ

いて調理しながら考えます。 参加費：350円 

会場：２階調理実習室 

新潟友の会 

025-260-0287（鈴木） 

親子で作って！遊んじゃおう！Part3 万華鏡を作って遊ぼう！ 

･･仕事に追われるお父さん！お子さんと一緒にひと時の光の癒しを

楽しみませんか。      参加費：500円 

会場：２階女性団体交流室１  

フリーケミスト 

025-277-3282（山本）＊夜間 

「にいがた女と男フェスティバル 2008」講演会 

 

講師：原田いづみさん（弁護士） 

北海道生まれ。京都大学経済

学部卒業。朝日新聞記者を経て

平成 11年弁護士開業。平成 13

年原田いづみ法律事務所を宇都

宮市に開設。日弁連男女共同参

画推進本部委員等を務める。 

フェスティバル・ワークショップご案内 

 



【11月 30日（土）9:30～12:30】＊ワークショップによって開催時間が異なります。 

内   容 会場・問合せ先 

働き続けるために・労働組合の役割 

･･家庭や地域社会の一員として、職場や働き方など身近な事から生活

の条件整備を話し合います。 参加費：無料 

会場：4 階小研修室２ 

連合新潟女性委員会 

025-281-7556（藤井） 

中越沖地震からの復興 エネルギーのまちの女性たちの体験 

･･避難所生活など女性町内会長の震災経験を通じて、復興と住民、エ

ネルギーについて考えます。 参加費：無料 ＊当日参加可 

会場：4 階小研修室３ 

くらしを見つめる･･･柏桃の輪 

0257-23-2605（歌代） 

シネマ＊トーク“ｂｌｏｏｍ 生まれたのは私” 

･･母親になった女性のリアルな声を集めた映画を見て「私と子どもの

ﾊｯﾋﾟｰﾊﾞﾗﾝｽ」を考えます。  参加費：800円（ペア割有） 

会場：2 階女性団体交流室２ 

Happy Balance 

025-270-2474（山崎） 

平和への願いを込めて  

･･世界各地で紛争が繰り返される現在、戦争体験の証言 DVDを上映

し、体験者とともに平和について考えます。 参加費：無料 

会場：2 階女性団体交流室１ 

Lea lea 

025-275-3706（加藤） 

親子で作って！食べちゃおう！ Part3 かんたん発酵パンを作ろう 
･･電子レンジを使って短時間で作れる「簡単発酵パン」。お父さんの

腕の見せ所です。      参加費：500円 

会場：2 階調理実習室  

フリーケミスト 

025-277-3282（山本）＊夜間 

      

 

 

 

   

【講座概要】日時：10月 2 日（木）、9日（木）10：00〜12：00   

会場：燕市勤労者福祉センター  参加者数：2日 12名、9日 9名 

 

この地域セミナーは、子育て中のお母さん達を応援する講座として、地域での仲間作りを目的に

開催しました。燕市では家庭教育学級講座の開催が少なく、子育て中の親が学ぶ機会が限られてい

ます。個人での気付きの場を作ること、そして、お母さん同士で、気持ちや学びを分かち合える場

を作ることができたら、という思いで、「はっぴーズ コミュ」では、新潟県女性財団の協力を得て

全２回の共催講座を企画しました。 

講座はお茶を飲みながら、ゆっくりとリラックスできる雰囲気の中で講座は行われました。 

１回目は、講師に Happy Balanceの立松有美さんと山崎里美さんを迎えて、お二人のこれまでの経

験を話していただきました。子育て中に学んだこと、気付いたこと、ママ同士のつながりが心の支

えになったこと、今現在の活動をお聴きした後、参加者自身が、自分の「今」を見つめました。 

２回目は、女性財団の小熊さんと私がファシリテートし、自分らしくいるために何をしたいか、

どうして今それができないのかを話し合い、実現するためにどうしたらいいのかについてお互いに

アドバイスしあいました。 

講座の中で、自分の中のいろいろなとらわれ＝枠に気づいたり、自分について考えたことが貴重

な体験となりました。２回の講座を通じて、和気あいあいと和やかに、みんなで話を聴き合う中で、

「ほぅ〜っと！」共感し、安心感を得て、仲間の良さを実感しました。結果として、今後も引き続

き定期的に集まり、共感できる場、学び合う場を作っていこうということになりました。実りある

講座が開催できたことを感謝いたします。どうもありがとうございました。 

【報告者／はっぴーズ コミュ 土田陽子】 

 

＊この他、9月 26日に ra-ku rhythm（新潟市）と共催で「今の自分を好きになる！Happyなことを

みつけよう！」、10月に 3 週連続で愛めっせーじ（新潟市）と共催で「私を大切にするための“か

らだメンテナンス”」を行い、大勢の方に参加を頂きました。 

 

地域セミナーwithはっぴーず コミュ「子育て中のあなたを応援！ほう～っとタイム」報告 

 



 

 

【開催概要】日時：9月 19 日（金）13:30～15:30  会場：長岡市市立劇場  参加者数：120人 

第１部 基調講演「ワークライフバランス入門～会社を元気にする処方箋」 

第２部 パネルディスカッション「会社を元気！にする私たちの取り組み」 

 

基調講演では㈱クオリアの代表取締役荒金雅子さんからワーク・ライフ・バランスとは何か、 

なぜ今必要なのかについて、先進企業の事例も交えてわかりやすくお話いただきました。 

もはや「時間・量」の時代は終わり「成果・質」の時代になったこと。ワーク・ライフ・バラン

スは特効薬ではなく漢方薬、でもやるとやらないのでは大きな差が生じるというお話が参加者の心

に残ったようです。某社社長自ら「明日から取り組みます！」とアンケートに記入してくださいま

した。（ヤッター！） 

 パネルディスカッションでは荒金先生をコーディネーターに朝日酒造㈱、トキっ子くらぶ、新潟

県男女平等社会推進課、21 世紀職業財団からそれぞれの取り組みについての紹介がありました。 

 実は昨年度も同じテーマで地域セミナー共催事業を開催したので、２回目の試みだったのですが、

昨年に比べ、企業がこのテーマに関心を寄せていることを肌で感じました。女性財団と共催で実施

することによりアイディアとネットワークを広げることができ、担当だけではできないことが実現

できることに感謝しています。 

今年はこのセミナーに参加した当市の研修担当が感動して、11月の新入職員秋期研修に「ワー

ク・ライフ・バランス」の研修を１コマ入れることにしたというオマケがつきました。（これもヤ

ッター！かな？…）           【報告者／長岡市男女平等推進センター 波多文子】          

 

＊この他、9月 17日に十日町市と共催で講演会「なぜ今“ワーク・ライフ・バランス”か」を開催しました。 

 

 

男女共同参画社会実現のために活躍できる人材 

を育成する「人材育成事業」として実施しました。 

 

【講座概要】日時：10月 28日（火）、29日（水）10:00～16:00 

      会場：新潟県女性センター女性団体交流室２  参加者数：25 名 

 

参加者の皆さんは最初とても緊張している様子でしたが、研修が進む内にその緊張もほぐれ、楽

しみながらも、一生懸命参加されている姿が印象的でした。今回の講座は女性財団の事業コーディ

ネーター・川端美智子さんを講師に「学んできたことを伝えるため」、「もっと理論的に伝えるため」

に、これから講師としてデビューしたい人を対象に開催しましたが､すでに講師として活動してい

る人､これから研修を担当する人なども、更なるスキルアップを期待して参加されていました。 

  講座ではまず､「講師としての役割、心得」を学びました。「講師」は相手（受講者）の中に結果

をつくり、相手の行動の変容を促すために存在し、伝える側として、自己の中で今までの経験を振

り返り・整理し、さらに研鑽を重ねるなど、スキルアップが求められることを学びました。 

 また、自分の話し方のクセを知るために、２分間のスピーチをビデオ撮影し、映像から自分の姿

やクセなどを知ったり、「講師」として自分のテーマで話し、川端さんや他の参加者からフィード

バックをもらうなど、ミニワークを盛り込みながら多くのことを学びました。 

 これから男女共同参画社会の実現を目指すためには、一人一人の意識の変換、行動の変容が求め

られます。そのため「講師」には、「人権の視点・ジェンダーの視点」を持ち、一人一人に働きか

けることで変容を産みだしていくことが求められてきます。今回の講座はその実現に向け、第１歩

を踏み出した研修となりました。            【報告者／企画運営委員 木村いほ子】 

 

地域セミナーin 長岡平成 20 年度「ワーク・ライフ・バランス」シンポジウム報告 

 

「女性のための講師デビュー」報告 

 



 

 

これから予定している財団事業からピックアップしてご案内します。 

【子育て支援グループ研修会】 

新潟県女性財団では、一時保育の活動を行っている子育て支援グループのスキル向上と交流の場

づくりを支援しています。今年も実行委員会とともに検討を重ねてきました。多くのグループの方

が参加できるよう同じ内容を県内 3会場で開催します。 
 

 上越会場 下越会場 中越会場 

日 時 12月 10日（水）10:00～12:00 12月 12日（金）10:00～12:00 12月 15日（月）10:00～12:00 

会 場 
上越市民プラザ 

第４会議室 

新潟県女性センター 

女性団体交流室２ 

長岡市民センター 

202,203会議室 

内 容 
「“子育て”に寄りそう」講義とグループトーク 

講師：小池由佳さん（県立新潟女子短期大学 生活科学科生活福祉専攻 准教授） 

定 員 各会場とも３０名 

そ の 他 参加費無料。保育あり（要申込） 

問合せ先 新潟県女性財団 TEL 025-285-6610／FAX 025-285-6630／npwf@npwf.jp 

 

＊この他、11 月 15、16日に「コンフリクト･マネジメント入門」を行う他、12月 6日に「関川村

男女平等を考える会」と共催で地域セミナー、1月にキャリア形成支援事業「あきらめない～“私

のチャレンジ”応援セミナー（仮）」を予定するなど、冬からも複数の事業を予定しています。詳

細が決まり次第、ちらしやホームページ等でご案内をしていきますので、ぜひご参加ください。 

 

 

 

【アルザフォーラム２００８】「来て！みて！感じて！動き出すわたしの未来」 

期間：11月 22日（土）～11月 29 日（土） 

会場：アルザにいがた（新潟市万代市民会館内）、黒埼市民会館、各区開催会場 

基調講演：「私スタイルで見つけるワーク・ライフ・バランス」 

講師：勝間和代さん（経済評論家兼公認会計士） 

日時：11月 22日（土）13:15～15:00 会場：万代市民会館 6Ｆ多目的ホール 

お問合せは、新潟市男女共同参画推進センター「アルザにいがた」まで。 

     TEL：025-246-7713／FAX：025-246-8080／alza@city.niigata.lg.jp  

【22nd ウィルながおかフォーラム】 

期間：11月 9日（日）～12 月 13日（日） 

会場：長岡リリックホール、ながおか市民センター2階、多世代交流館にーな二―ナ他 

メインイベント：「ほっとタイムで素敵なひとときを」ESPERAZAトーク＆コンサート 

  日時：12 月 14日（日）14:30～16:30  会場：長岡リリックホールシアター 

お問合せは、長岡市男女平等推進センター「ウィルながおか」まで。 

     TEL:0258-39-2746／FAX:0258-39-2747／will@city.nagaoka.lg.jp 

 

編集発行/財団法人新潟県女性財団  

〒950-0994 新潟市中央区上所 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-mail:npwf@npwf.jp   ＨＰ：http://www.npwf/jp/ 

今後の財団事業のご案内 

 

県内の情報 

    

http://alza.city.niigata.jp/forum/pdf/08alzaforum-kichoukouen.pdf
http://alza.city.niigata.jp/forum/profile%20kazuyo%20katsuma.html
TEL:0258-39-2746�^FAX:0258-39-274
TEL:�O�Q�T�|�Q�W
http://www.npwf/jp/

