
 

 

 

 

 

                                            

 

 

男女が共に参画し 多様な生き方が選択できる社会をめざして 

No.123  2020 年 11 月発行 

 

「女性に対する暴力をなくす運動」をご存じですか 

 

毎年、11 月 12 日から 25 日の２週間は「女性に 

対する暴力をなくす運動」の期間です。 

暴力はその対象を問わず、決して許されるもので 

はありません。とりわけ、性犯罪、ＤＶ（配偶者等 

暴力）、ハラスメント、ストーカーなど、女性に対す 

る暴力は女性の人権の著しい侵害であり、暴力の根 

絶に社会全体で取り組んでいく必要があります。 

 今年の運動のテーマは 

＜ 性暴力を、なくそう ＞ 

6 月に国では「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」

が策定され、今後 3 年間が対策の集中強化期間です。

性犯罪への厳しい処分、再犯防止、被害者が相談し 

やすい環境整備や支援の充実などが望まれます。 

 

◆ 主な相談窓口（緊急時は１１０番へ）◆ 

 新潟県性犯罪・性暴力被害者支援センター 

ＴＥＬ：＃８８９１（はやくワンストップ） 

新潟県警察 性犯罪被害者相談電話 

ＴＥＬ：＃８１０３（ハートさん） 

新潟県配偶者暴力相談支援センター 

ＴＥＬ：＃８００８（はれれば） 

 
★ユニゾンプラザ・パープルライトアップ★ 

新潟県女性財団では、この期間中、女性に対する暴力

根絶のシンボルカラーであるパープル（紫色）でユニゾ

ンプラザをライトアップします。 

ライトアップには女性に対するあらゆる暴力の根絶を

広く呼びかけるとともに、被害者の方々に「ひとりで悩

まず、まずは相談してください。」というメッセージ

が込められています。ライトアップは東京スカイツリー

をはじめ、全国で実施されます。 

「内閣府男女共同参画局 女性に対する暴力をなくす運動の描きおろし漫画」 
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「にいがた女

ひと

と男
ひと

フェスティバル２０２０」を開催しました。 

 

 

25 日(日)講演会では、順天堂大学女性スポーツ研究センター 

長の小笠原悦子さんをお迎えし、『スポーツから考える男女共同 

参画～女性アスリートが期待される理由～』と題して、オリンピ

ックに見る女性アスリートの歴史や話題となったアメリカ女子

サッカーの事例を紹介しながらスポーツ界における男女平等に

ついてお話ししていただきました。 

市町村名 セミナー名 日 時 会 場 講 師 

三条市 
働く女性のための 

スキルアップセミナー 

11／1,15（日） 

各日 10：00～11：00 
三条市中央公民館 宮川 一二三さん 

（産業カウンセラー） 

長岡市 「メディア・リテラシー」を学ぼう 
11／13（金） 

13:30～15:30 
まちなかキャンパス長岡 諸橋 泰樹さん 

（フェリス女学院大学教授） 

津南町 
夫婦間のイライラを減らそう！ 

自分の『感情』と上手に付き合う方法 

11／14（土） 

10:00～11:30 
津南町文化センター 小松 弘美さん 

（(株)こじま事務所代表取締役） 

妙高市 
LGBT・性の多様性について考える 

～自分事としてとらえよう～ 

11／16（月） 

13:30～15:30 
妙高市勤労者研修センター 虎岩 朋加さん 

（敬和学園大学准教授） 

佐渡市 イクメン・カジダンのススメ 
11／23（月・祝） 

13:00～15:00 
佐渡市消防本部 今井 進太郎さん 

（トキっ子くらぶ代表） 

聖籠町 
こんな時だからこそ働き方改革！ 

ワーク・ライフ・バランスは、経営戦略 

11／27（金） 

13:30～15：30 
オンライン開催 

川島 高之さん 

（NPO 法人ファザーリング・ジャパン理事） 

小千谷市 
自分らしく輝く！ 

心と身体のセルフケア講座 

11／28（土） 

14:00～16:00 

総合福祉センター 

サンラックおぢや 

水科 江利子さん 

（（一社）セルフアドヴァンス協会代表理事） 

阿賀野市 
ふたりで一緒に考える 

これからのライフスタイル 

11／28（土） 

13:30～15:30 

子育て支援センター 

にこにこ 

田中 亮祐さん 

（(株)WLB 代表取締役） 

上越市 

私の“あたり前”は本当に“当たり前”?  

～あなたの中に潜んでいるアンコンシャ

ス・バイアス（無意識の偏見）に気づく～ 

12／19（土） 

13:30～15:30 
上越市民プラザ 田中 亮祐さん 

（(株)WLB 代表取締役） 

 

 

♪地域セミナー♪ お住まい&お近くの市町村で開催しています。（お申込みは、開催の市町村へ） 

 

 

燕市・新発田市は R3 年２，３月開催予定。詳細は、決まり次第お知らせします。 

10 月 3 日（土）から 25 日（日）に、新潟ユニゾンプラザにて「にいがた女(ひと)と男(ひと) 

フェスティバル 2020」を開催。女性財団主催の講演会と新潟県内で活動する 17 団体による 

ワークショップが行われました。 

 

そのなかで、女性アスリートが期待される理由として、スポ

ーツ界では、「男女共同参画が最も進んでいない」「女性でもで

きると証明しやすい」「国際組織とのネットワークにより、国際

基準が適応しやすい」「リーダーとしてのロールモデルの存在が

わかりやすい」と話されていました。 

 
参加者からは、「改めてスポーツ界における女性と男性の“平 

等”への道のりの長さを実感できた」 「女性アスリートが期待 

される理由は、スポーツ以外の所でも十分に活用できる考えだ

と感じた」などの感想が寄せられました。当日は、20 代～90 代

と幅広い年代から、約８０人の方々に参加していただきました。 

 

 

トピックス 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セミナー名 日 時 講 師 参加費 

自分の強みを活かして、仕事力を上げる 

自分ブランディング 

11/29（日） 

13:30～16:30 

吉岡 里栄子さん 

(よしおかワークサポートオフィス代表) 

 

3,000 円 

段取り力スキルアップセミナー 
12/5（土） 

13:30～16:30 

染谷 文香さん 

((株)HRI フェロー・チーフコンサルタント) 

自己肯定力を高める組織づくり 
12/20（日） 

13:30～16:30 

おない みえこさん 

(日本セルフエスティーム普及協会マスター認定トレーナー) 

「わかりやすく論理的に伝える技術」

を学ぶセミナー（仮） 

1/16（土） 

13:30～16:30  

照屋 華子さん 

(コミュニケーション・スペシャリスト) 

【女性限定】表現力ワークショップ   

伝わる・揺さぶる！文章を書く 

1/24 (日) 

 10:00～16:00 

山田 ズーニーさん 

(文章表現・コミュニケーションインストラクター) 
5,000 円 

育休ママのための 

職場復帰準備セミナー 

(3 回講座) 

➀1/27 ②2/3 ③2/17 

いずれも（水） 

10:00～12:00 

① 角張 慶子さん（新潟県立大学准教授） 

② 朝日 由香さん（キャリア・コンサルティング技能士） 

③ 菊野 麻子さん（フリーアナウンサー） 

3,000 円 

ビジネス・フレームワークで学ぶ 

組織マネジメントの基本（仮） 

（連続講座） 

➀3/6（土）②3/7（日） 

10:00～16:00 

堀 公俊さん 

（NPO法人日本ファシリテーション協会 フェロー） 

各日 

5,000 円 
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セミナーが本格始動 
新型コロナウィルス感染拡大の影響で、開催を見合わせていた 

セミナーが本格始動しました。オンラインセミナーや感染防止対策 

を徹底して開催しています。詳細は、財団ホームページ

(https://npwf.jp)をご覧ください。 

 
♪人材育成セミナー《オンラインセミナー》♪  

♪人材育成セミナー《対面セミナー》♪ 

※有料セミナーは参加費の割引制度があります。お問い合わせください。 

ZOOM（パソコンなど）を利用して職場や家庭で受講します。 

（会場）新潟県女性センター女性団体交流室 2 

多くの方のご参加をお待ちしています。 

♪女性のための就業支援セミナー♪ 

～私らしく今日から始める！しごとの準備～ 

時間：9:30～12:00 （３回講座・参加費無料） 

会場 

内容 

新潟 

ユニゾンプラザ 

長岡市 

さいわいプラザ 

新潟市 

黒埼市民会館 
講 師 

気になる！これからのマネー

プランを考えよう。 
11/10(火) 11/12(木) 12/1(火) 

酒井和美さん（1 級ファイナンシャル・ 

プランニング技能士、社会保険労務士） 

私らしい働き方をみつける！ 

私のつよみと仕事の選び方。 
11/17(火) 11/19(木) 12/8(火) 

若槻彩子さん 

（国家資格 キャリアコンサルタント） 

どうしたらうまくいく？ 

仕事と家事・育児の両立、 

不安を話そう。 

11/24(火) 11/26(木) 12/15(火) 

高野真規さん 

((株)ワーク・ライフバランス 

認定上級コンサルタント、社会保険労務士) 

 

♪男性向け講座♪ 

「妻が育休後、職場復帰します」(参加費無料) 

 日 時 ：２／１４（土）13：30～15：30（予定） 

全体進行：立松 有美さん（子育て支援ファシリテーター）  

会 場 ：新潟県女性センター 女性団体交流室2 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お 知 ら せ 
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編集・発行 公益財団法人新潟県女性財団 

〒950－0994 新潟県新潟市中央区上所 2－2－2 新潟ユニゾンプラザ 2 階・新潟県女性センター 

電話:025－285－6610 ファックス:025－285－6630 メール:npwf@npwf.jp ホームページ：https://npwf.jp 

【編集後記】コロナ禍の中、最近は月に１度懸賞クイズに応募しています。これが、なかなか当たりません(・_・、) 

「間違いさがし」や「ナンプレ」等、今の小さな楽しみです。(みつ豆) 

交流室１・２で Wi-Fi が無料で使えるようになりました。 

オンラインセミナーやリモート会議等にご活用下さい！ 

◆ ご利用の際には、無線（Wi-Fi）ルーターを無料でお貸しします。 

◆ 最大 20 台程度のパソコンなどに接続可能。 

◆ お申込みは、ご利用日の 3 月前の 1 日（土日祝の場合は、翌週月曜から）お電話でどうぞ。 

 

 

会 員 情 報 特定非営利活動法人女のスペース・にいがた 

当団体は、ＤＶ被害女性をはじめとした女性に対する相談支援活動を行っています。 

※「新潟のＡ子ちゃん事件」（９歳の少女が母親の恋人から強制わいせつを受け続けていた事件）の支援をきっかけに、1994年5月 

に発足し、2000年には、ＮＰＯ法人の認証を受けました。スタッフは20数名で、ほとんど無報酬のボランティア活動ですが、県内 

外の趣旨に賛同してくださる会員約180人の会費によって支えられています。 

女性のためのシェルター・ステップハウス運営や広報誌の発行等の活動も行っています。詳細はＨＰをご覧ください。 

今年度は、新型コロナウィルス感染症を考慮し、総会は委任状開催とし、スタッフのみの参加としました。少しは落ち着きを見せた 

9月に、会場参加は定員を定め、「デートＤＶ防止セミナーの進め方研修」をオンラインで行いました。 

毎年開催される「にいがた女と男フェスティバル」にも積極的に参加させていただいております。 

※「新潟のＡ子ちゃん事件」について、詳しくお知りになりたい方は冊子（500 円）あります。 

〈お問い合わせ先〉 

TEL：025－231－3012 

FAX：025－231－3010 

メール：fspace@piano.ocn.ne.jp 

HP:https://os-niigata.info/    

 

女のスペース・にいがた 2020 年度総会 

デート DV 防止セミナーの 

進め方研修 

 

講師はリモートで登場し、 

参加者は交流室で対面ワー

クショップを行う 

“ハイブリット”方式です。 

無料で使えます 


