
新潟県女性センター情報 Ｎｏ.８９ 

                                                             ２０１２．４．１6 発行  

新潟県女性財団では、基本方針「市町村や民間団体のネットワー

ク化の支援と交流促進」「専門性の向上を目指した人材育成事業の

充実」「情報発信の充実」にそって、下記の事業を実施します。 

●交流事業 

１）企業交流会 企業における男女共同参画を進めるためのセミナーを県と共催で開催 

２）講座企画力養成事業  

協働する市町村を対象に、講座企画運営と男女共同参画についての研修と交流 

３）「にいがた女
ひと

と男
ひと

フェスティバル」開催事業   

国の男女共同参画週間にユニゾンプラザで、県民の意識啓発を目的とする講演会の開催と、団体

主催ワークショップの支援と交流 

●研修事業 

１）人材育成事業   

男女共同参画の視点をもって、意思決定の場に参画できる人材の育成プログラムを実施 

２）地域セミナー   

市町村と協働で男女共同参画の啓発や地域の課題をテーマに県内各地で講座を実施 

３）保育ヘルパーグループ研修 保育ヘルパーグループのスキル向上のための研修 

  ４）女性センター講座  県女性センターで実施する連続講座 

  ５）男性向け講座  男性にとっての男女共同参画の意義の理解を図るための連続講座 

●情報事業 

１）ホームページ  ホームページによる情報発信 

２）啓発誌等の発行   

啓発誌 BOOKbalance（年 1 回）、「新潟県女性センター情報」（年 4 回）の発行 

●自主事業 

１）定期講演会開催事業 現代的課題をテーマにした講演会の定期開催 

２）ワークショップ団体支援事業  

「にいがた女
ひと

と男
ひと

フェスティバル」のワークショップ参加団体を支援 

３）調査・研究事業 男女共同参画に取り組んでいる団体の基本情報の把握（更新）ほか 

 

 

にいがた女
ひと

と男
ひと

フェスティバルを 6 月 23 日（土）24 日

（日）に開催します。新潟県内で活動する団体によるワーク

ショップ（自主企画イベント）の他に、女性財団では下記の

講演会を企画しました。詳細は、チラシやホームページでお知らせしますので、ぜひご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

にいがた女
ひと

と男
ひと

フェスティバル 

 

 

講演会 子育てにやさしい社会の実現に向けて～働くあなたに贈るメッセージ～（仮） 

 【講 師】村木 厚子さん（内閣府政策統括官 共生社会政策担当） 

 【開催日】6 月 23 日（土）13：30～15：30 

 【会 場】新潟ユニゾンプラザ 4 階大研修室  

【参加費】無料 一時保育あり（要予約） 

 【参加申込】5 月 21 日（月）より受付を開始します。詳しくは女性財団までお問合せください。 

平成２４年度事業案内 

 



 

平成 24 年度の人材育成セミナーの予定が決まりました。 

他にも、自治体男女共同参画担当職員を対象とした研修や 

定期講演会・女性センター講座を開催しています。申込み・問合せは女性財団までお願いします。 

 

人材育成セミナー 

セミナー名 日程・時数 講師予定 受講料 

 組織マネジメント・合意形成 
６月３０日（土）・７月１ 日（日） 

１０～１６時         

堀公俊  

組織コンサルタント 
10,000円 

New プレゼンテーション 

スキルアップセミナー 

８月 （土）か（日）の１日 

１０～１７時 

（交渉中） 
5,000円 

 本気で起業したい 

女性ための応援ｾﾐﾅｰ  

オープン 

セミナー 

７月４日（水） 

13：30～16：30 
山田まり子 中小企業診断士 ほか 

500円 

連続講座 
８～１１月 

第１水曜日（４回） 
10,000円 

 コミュニケーション・トレーニング 
９月１日（土）    

１０～１７時 

鈴木有香  

早稲田大学紛争交渉研究所客員研究員 
10,000円 

 ファシリテーション 中級編 
９月２９日（土）・３０日（日） 

１０～１６時 

加留部貴行  

日本ファシリテーション協会フェロー 
10,000円 

 防災ｶｰﾄﾞｹﾞｰﾑ「クロスロード」で学ぶ 

リスク・コミュニケーション 

１０月 （土）か（日）の１日 

１０～１７時 

西 修  

神戸クロスロード研究会理事 
3,000円 

 

 ファシリテーション 基礎編 
１１月１１日（日）  

１０～１７時 

加留部貴行  

日本ファシリテーション協会フェロー 
10,000円 

 トラブル解決力アップセミナー 
１２月８日（土）・９日（日） 

１０～１７時          

鈴木有香  

早稲田大学紛争交渉研究所客員研究員 
10,000円 

働く女性のためのキャリア支援 

ビジネススキルアップ 

１２月 （土）か（日）１日 

１０～１７時 

（交渉中） 
5,000円 

 育児休業中だからこそ！ 

女子力ｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ 

１～２月 平日 全５回 

１０～１２時 

（交渉中） 
3,000円 

成果が見える！ 

コーチングマネジネント 

２月 （土）か（日）１日 

１０～１７時 

（交渉中） 
5,000円 

働く女性のための交流会  

ばらんすカフェ 

５月より随時 

１３：３０～１６：３０ 

（交渉中） 
500円 

自治体男女共同参画担当職員研修 ※新潟県男女平等社会推進課と共催実施。 

基礎研修 ５月１６日（水）１０～１６時 
石川 伊織 

新潟県立大学教授 
― 

体制づくり研修 １０月 平日１０～１６時 
（交渉中） 

― 

定期講演会・女性センター講座 

定期講演会 ７・９・１１・３月 

男女共同参画に関する旬なテーマを

取り上げます。 

500円 

女性センター講座（連続講座） ７・1月 数回の連続講座 

― 

New 男性向け講座（連続講座） １２月 数回の連続講座 

人材育成セミナー 

※上記日程等変更になる場合があります。詳細が決定しましたら、事業チラシ・当財団ホームページでお知らせします。 

 

 



2 月、3 月に「高齢社会をどう生きるのか」をテーマに、連

続講座と講演会を開催しました。 

 

このうち連続講座「人生百年物語～備えあれば憂いなし～」は、女性財団と新潟県男女平等社会推進

課の共催で、新潟県男女平等推進相談室によせられた相談にもとづいて企画したものです。 

 

回 月日 内容 講師 

1 2 月 29 日 
終の棲家の選び方 

～誰と、どこで、どのように暮らしますか？～ 

長谷川美香さん 

（有）ミカユニバーサルデザインオフィス取締役社長 

2 3 月 7 日 
自分の財産のゆくえを決めよう！ 

～遺言と成年後見制度～ 

関川治子さん 

関川司法書士事務所所長 

3 3 月 14 日 
老いは自然なこと 

～知っておきたい認知症について～ 

青木萩子さん 

新潟大学医学部保健学科教授 

 

毎回 20 代から 80 代の幅広い層の男女、約 50 人が参加。講座

終了後、参加者からは「老いも感じる今日この頃、これからの生

活設計を考える良い機会となった」「判断力、体力のあるうちに、

これからの生き方を考えることが重要とわかった」などの感想と

ともに、「高齢社会を考えるテーマで続編を企画してほしい」と

いうリクエストもよせられました。 

 

 

また、3 月 18 日（日）には、樋口恵子講演会「高齢社会の

生き方を考える」を開催しました。樋口さんは 1983 年に「高

齢社会をよくする女性の会」を立ち上げ、高齢社会の問題に取

り組み、今まで様々な提言をされてきました。 

講演会当日は、あいにくの雨模様でしたが、下は 20 代から

上は 90 代まで、約 70 人の方の参加がありました。樋口さん

のユーモアたっぷりの話に笑いが絶えず、また「100 まで生き

ても安心という社会を作っていこう」「介護離職ゼロ作戦」

「ながら介護のススメ」「介護をする人が幸せであることが大     

切」などのメッセージには、深くうなずきながら熱心に話を 

聞く姿が多く見られました。 

 

 参加者からは、「元気をもらった。今後の人生の 

道筋がみえてきました」「女性が社会的視点を持つ 

大切さを学んだ」「高齢問題、介護問題が男女共 

同参画の視点抜きには語る事ができないことがわ 

かった」などの感想がありました。 

 

 ２つの事業とも、広報開始から大変好評で、多く 

の方からの申込みがありました。本格的な高齢社会 

を迎え、これからの人生をどう生きるのか、参加者 

の関心の高さがうかがえました。 

 

事 業 レ ポ ー ト 

 

 

 



 

男女共同参画ハンドブックシリーズ BOOKbalance「frame

をはずして、きっとあした 私らしく」vol.4 を発行しました。     

男女共同参画社会を実現するための課題をテーマにした啓発 

誌で、年 1 回 3 月に発行しています。デザインとイラストは

子育てエッセイストでグラフィック・デザイナーのちゃい

文々さんに今回もお願いし、素敵な BOOK が完成しました。 

                    研修会等の資料として好評をいただいております。ご希望

の方は女性財団までお問い合わせください。 

 

【特集】ココロとカラダ 

【視点】自分の“カラダ”を知ることから始めよう！ 

 

  

 

バックナンバー 

＊vol.1【特集】「結婚」が変わる！ 

＊vol.2【特集】「働く」を考える！ 

＊vol.3【特集】働き続けることを阻むもの 

vol.2，3 は残部がありますので、ご希望の 

  方にお分けします。 

                      

 

                     

 

BOOKbalance「frame をはずして、きっとあした 私らし

く」vol.4 で「視点」をご執筆いただいた石田真由美さんをゲ 

ストスピーカーにお招きし、働く女性のための交流会“ばらんすカフェ”を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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E - m a i l ｎｐｗｆ＠ｎｐｗｆ．ｊｐ 

 ホームページ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｐｗｆ．ｊｐ 

BOOK balance 完成 

 

ばらんすカフェ  

自分の“カラダ”を知ることから始めよう！ 

【日 時】5 月 19 日（土）13：30～16：00  

【会 場】新潟県女性センター女性団体交流室２  

【参加費】500 円 ※一時保育あり（要予約） 

【ゲストスピーカー】石田真由美さん（新潟大学医学部保健学科助教） 

 働き続けたい！でも心配…ストレス解消や更年期の症状とのつき合い方など、自分の“カラダ”

を知ることから始めてみませんか！？ 

 参加希望の方は、女性財団までお問い合わせ・お申し込みください。 

ばらんすカフェ 

 

 

 

 


