平成２６年度「男女共同参画推進フォーラム」ワークショップ・ポスター展示一覧
日時
会場

ワークショップ（1） 8月29日（金） 15:45～17:45
ワークショップタイトル

101

1
階

研
修
棟 ２
階

仙台版防災ワークショップ「みんなのための避難所作り」

ワークショップタイトル

No

せんだい防災プロジェクトチーム 12

マルチ
メディア

運営団体･グループ名

ワークショップ（3） 8月30日（土） 15:30～17:30
ワークショップタイトル

No

運営団体･グループ名

ワールド・カフェで話そう！大規模災害時、どう動く？どう使
う？男女共同参画センター

男女共同参画センター 防災・復興全国キャンペーン２０１４
（公財）せんだい男女共同参画財
NPO法人全国女性会館協
31 ～大規模災害時における男女共同参画センター等の役割と相互支援
団
議会
システム構築へ向けて～

「日本を変えた１０人の女性音楽家」

ＭＵＳＩＣ ＴＲＡＶＥＬ

14

イマドキの若者の「結婚・恋愛観」ー佐賀大学生へのインタ
ビュー・アンケートから考える

佐賀大学

会館提供ワークショップ

女性と人権全国ネットワークの紹介・報告
インターネットによる情報収集・情報発信するためのＩＴ講座

20 男女平等推進センターで活動する男性たちの本音トーク

大田区立男女平等推進セ
ンター「エセナおおた」

28

N1 地域における男女共同参画の推進ー実践事例に学ぶー

会館提供ワークショップ

N2

与謝野晶子を語る会

11

110

女性差別撤廃条約と日本ー国連への報告

日本女性差別撤廃条約NGO
ネットワーク

22 第５８回国連婦人の地位委員会（ＣＳＷ）報告会

201

図書館員・情報担当者をエンパワーするために
女性センター情報担当者・図書館員のキャリアをひらく
ーオランダ・日本の事例から

図書館員のキャリア研究フォー
ラム

44

個人の成長と企業価値向上を結びつけるダイバーシティの本 （NWEC客員研究員）洲脇 みど
質と魅力～ダイバーシティ先進企業の事例から学ぶ～
り

42

「上野千鶴子さん講演中止・撤廃問題を考える」＝その時住
民はどう動いたか！＝

206

“ただの主婦から、ただならぬ主婦軍団へ！！”
サロンづくりからコミュニティ・ビジネスへの挑戦

みんなでワハハ

37

「シングルで生きるー生きづらさを超えて 生活、労働、ベー
シックインカムから考える」

uneの会

19

高年者等が地域で自立した生活が送れる社会の実現をめざして 特定非営利活動法人みん
～地域支え合い事業「健康らくらく講座」の取組～
なのまち草の根ネットの会

207

行列ができる講座の企画と思わず手に取るチラシのつくり方
人が集まる男女共同参画講座の企画・実施で「地域力」の向 講座企画塾 吉田清彦
上を

4

男性への男女共同参画の処方箋

男も女も育児時間を！連絡会

6 女性と年金

208

一歩前へ！「お茶大女性ビジネスリーダー育成塾：徽音塾」
が目指すもの

お茶の水女子大学
リーダーシップ養成教育研究セン
ター

9

めざせ！２０２０３０、ー政策決定の場にもっと女性をー

全国フェミニスト議員連盟

30

女性としごとの未来研究会

15

映画「レッドマリア」の上映と働くをともに考える対話ワーク
ショップ

働く女性の全国センター

3 安全・安心と男女共同参画～「北京＋２０」に向けて

市民と行政のパートナーシップー伊丹市男女共同参画施策
市民オンブードの活動ー

神戸大学大学院人間発達環境学研究科、
ヒューマンコミュニティ創成研究センター

やまなし女と男ネットワーク 18

日本女性学研究会

ＪＡＷＷ（日本女性監視機
構）

男女共同参画社会における子ども・子育てーー地域の役
割ーー

男女平等をすすめる教育全国
ネットワーク

36

302

女性の介護離職と就業継続

均等待遇アクション２１

13

306

NPOの可能性とジェンダー平等推進

NPO法人ＳＥＡＮ（シーン）

17 大学生とともに取り組む学習支援＆シングルマザー支援

静岡市女性会館（NPO法人男女
40 「条例ができた！文京区と多摩市に」～「できない」が「できる」に
共同参画フォーラムしずおか）
変わった～

田辺一鶴のオレは野たれ死にしたいんだ

女性講談 鶴瑛の会

29 男女共同参画センター・サバイバル大作戦！

特定非営利活動法人リソース・エ
私の体は誰のモノ？～落語と歌で考える「男女共同参画とリ
24
つるがしま落語会
ンパワメント・ネットワークＲＥＮ
プロダクティブ・ヘルス/ライツ」

39 プレイバックシアターでみる、私たちのワーク・ライフ・バランス 劇団プレイバッカーズ

東京からの発信

東京男女平等条例ネット
ワーク

ポスター展示 本館ロビー

日時
会場

ワークショップタイトル
101

1
階

研
修
棟
２
階

運営団体･グループ名
（一社）国際女性教育振興会埼
玉県支部

見えてきた多文化社会

ポスター展示タイトル

No

27 ＤＶは身近な問題

マルチ
メディア

「日本女性の労働 どう変わる？どう変える？」

運営団体･グループ名

No

NPO法人女性のスペース『結』

P1

ねりまジェンダー研究会

P2

109

「三池炭坑の女たち、その５０年の歩みを抱きしめた究極の
アーキビスト 熊谷博子監督を囲んで」

ＮＷＥＣアーキビストの会

26

子育てを切り口とした男女共同参画推進活動『パパと赤ちゃ 一般社団法人日本ベビーダンス
P3
んとのベビーダンス』
協会

110

［演劇］仕事と子育て・介護・お墓・アラカルト

川越・参画座

5

鳥取大学における女性研究者研究活動支援事業の取り組み

201

防災とまちづくり、そして男女共同参画

NPO法人四日市男女共同参画
研究所

10 全国の生協における男女共同参画の取り組み

206

データ解析に基づいた男女共同参画のススメ

政策コンサルタント 小林 敦子 21 男女共同参画の視点からの復興

207

女性のキャリアを「社会活動キャリア」の視点からとらえて学
ヌエック・ポターノットの会
習する。男女共同参画をすすめるために実践すること。

41

208

フェミニスト・キャリアカウンセリングの提案
～中年期以降の女性のキャリア再形成支援プログラム～

フェミニスト・キャリアカウンセリ
ング研究会

23

クオータ制を推進する会

35

源リウ会

43

大会議室 女性が活躍できる日本に～クオータ制で実現しよう～

301

源氏物語に学ぶ男女共同参画

306

性暴力的な芸術の流通・権威化と、女性の尊厳、安全・安心を考 芸術といえば何でも許されるのか
える
連絡会

３
階

式部の思いこそ原点

鳥取大学男女共同参画推進室

P4

日本生活協同組合連合会

P5

復興庁男女共同参画班

P6

◆実技研修棟前通路：情報交換コーナー

参加者の皆さまが、ご所属団体のパンフレットやチラシなどの資料や書籍などを自由
に交換・販売するコーナーを設置しますのでご利用ください。資料の運搬、陳列、金
25 銭の取扱いなどは、各自の責任でお願いします。

34
32

NPO法人ライフライツ イン
33
パクト東京

Ｒｅｓｐｅｃｔ yourself！ 守ることは尊重すること
ー女性による女性のための、セルフ・ディフェンスー

301

ワークショップ（4） 8月31日（日） 10:00～12:00

8
38

与謝野晶子の“君死にたまふこと易れ”の詩を今問ふ！！

響書院

No

女性と人権全国ネットワー
ク

109

大会議
ベアテさんを今一度・・・映画『ベアテさんの贈り物』上映会
室

３
階

運営団体･グループ名

ワークショップ（2） 8月30日（土） 10:00～12:00

8月29日（金）

8月30日（土）

8月30日（土）

8月31日（日）

15:45～17:45

10:00～12:00

15:30～17:30

10:00～12:00

16
2

7
1

