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上映する作品は、世界の女の子たちが直面する困難と、そ
れを乗り越えていく姿を実話に基づいて描いたオムニバス映
画『Girl Rising ～私が決める、私の未来～』。早すぎる結婚
や、震災、貧困、カムラリ家事使用人、性的虐待や女子教育
『Girl Rising ～私 を阻む様々な障壁などの問題と同時に、彼女たちの持つ可能
公益財団法人プラ
が決める、私の未 性が描かれています。 映画で展開されるのは9カ国のストー
無料
ン・ジャパン
来～』映画上映
リー。各国出身のディレクターが取材し、全て実話に基づいて
制作しました。世界の女の子が直面する数々の問題の根っこ
は、日本の女性や女児の問題とつながっています。世界を知
ることで、日本の現状を考えるヒントにしてください。

花咲く笑顔の会

～40歳代。人生の後半生に向けて、終活への思いを無理なく
自然に見える化することで人生の設計図を描きます～
質問形式で思いを引き出すマンダラ（9マスのチャートを利
用した）エンディングノートの活動を通して、40歳以上の女性
にその人らしい生き方を見つけてもらうサポートをしていま
す。
看護やコーチング、営業、管理部門など、それぞれの専門
多様性の時代を生
分野において、与えられた役割を演じて苦しむ女性の姿を見 972円
きる
てきました。エンディングノートで人生の設計図を描くことで、
与えられた役割ではなく、自分自身が主体的に生きるために
はどうするか、質問で顕在化していきます。女性の活躍推進
をするためにも、自分を生き、自分を信じられる経験は必要で
す。人生の後半生をどう生きたいか見つめることで、思い切り
悔いのない選択を女性自身で選んでいいということがわかる
ようになります。

3

あれあれあ

～仕事に家事・育児、自分と家族 ひとりで煮詰まっていませ
んか？～
慌ただしく忙しく、力尽きて子どもと一緒に寝る毎日。
家族カフェ 子ども
夫婦で分担したい、子どもとの時間ももう少しつくりたい、効
を持って働くってど 率的にやる工夫をしたいetcとは思いつつ、そこに取り組む時 300円
う？はなそう会
間も気持ちの余裕もなかなかない日常です。
時間のゆとりを生むと気持ちのゆとりに繋がる！日々どん
な日常を過ごし、どんな工夫をしているか、一緒に話し、共有
しましょう！

4

～女性が職場で活躍するための「仕事の上手な教え方」～
女性が職場で活躍するには何が必要でしょうか。まずは、自
女性の能力開発
自由が丘産能短
分の働き方・生活にしっかりとしたビジョンを持つことです。そ
のための大学教育
期大学 「女性の
して、自信を持って仕事を進める力や仕事の基礎力を身につ
の果たす役割～自
ためのキャリア
け、人間関係の形成力を磨くことです。昨今、職場で女性が
由が丘産能短期
アップコース」開発
チームリーダーとして、先輩として仕事を教えるという場面が
大学における実践
チーム
ふえています。一人ひとりが活躍できるにはどうしたらよいの
事例の報告～
でしょうか？「教えること」「教えられること」をグループワーク
を通して体験し、「教える技術」について一緒に考えましょう。

2

無料

平成28年度「男女共同参画推進フォーラム」ワークショップの部・パネル展示の部参加者へのメッセージ
NO．

5

団体名

ワークショップ
タイトル

呼びかけ文

資料代

本ワークショップでは、前半で本年度の国連女性の地位委
員会（CSW）インターンによる参加報告、有識者へのインタ
ビュー動画上映を行い、後半では参加者同士による対話型グ
ループワークを行います。グループワークでは、参加者一人
CSWインターンと
特定非営利活動
一人の働く・育てる未来を考えて頂き、それぞれの就労に対
考える「2030年の
法人 日本BPW連
する価値観や育児・私生活との両立に関する不安、期待、具 無料
私たちの働く・育て
合会
体的アクション等を共有して頂く場とします。長時間労働の慣
る未来」
行の下、働く個人が抱える課題や、全ての人が自分らしく働
き、それぞれのワークライフバランスを実現していく為にどの
ような体制や教育が必要なのか。多様な参加者の皆さんと議
論して参ります。

北の大地で“ふん
ばる”男女「市民団
体力＋企業力＋
行政力」＝協働の
街づくり
つながろう！夢は
必ずかなう

1999年男女平等参画宣言都市を陳情要請し14年。2014年
11月17日北海道初の都市宣言が実現しました。現在は「日本
女性会議2017とまこまい」開催に向け奮闘中です。
創立33年のなかで市民・団体・企業・行政との協働の街づく
り（平等社会）体制に取り組んで来た経過をそれぞれ団体・企 無料
業・行政にお話をしていただきます。
その後、グループに分かれて参加者の地域の男女共同参
画の現状と課題について話し合いたいと思います。夢をかな
えるため、苫小牧のワークショップにぜひご参加ください。
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苫小牧男女平等
参画推進協議会
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～つながる・ひろげる・つくりだす～～
現在、地球上では環境破壊、経済格差、貧困、紛争、災害
等様々な課題があり、将来の世代にわたり恵み豊かな生活
青い地球は誰のも
確保の基盤が損なわれつつあります。第70回国連総会で採
地域発！ 持続可
の「Our Blue
択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に盛り込
能な社会づくりと男
無料
Planet」北九州公
まれた目標であるSDGｓでは17の目標を掲げています。そこ
女共同参画
演実行委員会
で各分野で活躍する女性75人の実行委員会を結成しミュージ
カル、青い地球は誰のもの「Our Blue Planet」北九州公演を
実施した私たちと、SDGｓとジェンダーの問題についてご一緒
に考えませんか。
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～児童相談所への調査を通して児童買春被害、児童ポルノ
被害を考える～
私たちは昨年度厚生労働省から助成を受け、児童相談所
における児童買春、児童ポルノ被害児童への対応状況につ
児童相談所におけ
いて、全国の児童福祉司約2800名を対象にアンケート調査
る児童買春・児童 児童相談所におけ
と、ケースに対応したことが厚生労働省に報告されていた児
ポルノ被害児童へ る児童買春、児童
童相談所担当児童福祉司を対象にヒアリング調査を行いまし
の対応状況に関す ポルノ被害児童へ
た。調査のなかでは、児童買春被害、児童ポルノ被害を受け
る調査研究事業研 の対応
た児童が複合的な課題および困難を抱えている状況や、児
究会
童相談所でも対応が多様であることなどが明らかになりまし
た。本発表では研究成果の共有にとどまらず、参加者の皆様
とともに、児童買春、児童ポルノ被害とはなにか、被害に対し
てどうしていけばいいのかを議論できたらと思っています。

無料

平成28年度「男女共同参画推進フォーラム」ワークショップの部・パネル展示の部参加者へのメッセージ
NO．

9

団体名

ワークショップ
タイトル

ＭＵＳＩＣ ＴＲＡＶ
日本を変えた１２
ＥＬ （ミュージック
人の女性音楽家
トラベル）

呼びかけ文

資料代

戦後、日本の音楽シーンの発展と、男女を問わず意識改革
に寄与してきた女性音楽家を１２人選んで解説し、代表曲を
聴いていただきます。”女性の活躍が、いかに素晴らしい成果
を生んできたか、生んでいるか”を知り、日本の女性達に自信
とやる気を持っていただける講座として設定いたしました。
12人の女性音楽家の曲を、一曲ずつ紹介していきますので 無料
楽しみながら学んでください。
紹介する女性音楽家は（1）秋吉敏子（2）五輪真弓（3）荒井由
実（4）大貫妙子（5）中島みゆき（6）イルカ（7）ＥＰＯ（8）竹内ま
りや（9）岡本真夜（10）奥居 香（11）上原ひろみ（12）手嶌 葵
です。

男女共同参画の地域づくりに関する講座を企画するがなか
なか人が集まらない。そんな経験をしたことはありませんか。
全国の男女共同参画センターや公民館などで豊富な経験と
実績で評判の講師が数多くの事例をもとに、テーマの決め
行列ができる講座 方、タイトルのつけ方からチラシのつくり方や募集方法など魅
講座企画塾 吉田 の企画と思わず手 力的な講座を作るために必要なことのすべてを具体的に解説
10
600円
清彦（個人）
にとるチラシのつく します。実際に応募者を多く集めた全国各地の男女共同参画
り方
講座の事例や、チラシの手直し事例も豊富に紹介しますの
で、明日からの仕事や活動にすぐ役に立ちます。希望者には
チラシの添削もしますので、ご希望の方は事前にメール
（ptokei04@s5.dion.ne.jp）でお申し込みください（先着5名ま
で）。
～日本の「夫婦同姓」制度と男女共同参画の関係は？ 聴い
て語って歌って納得！～
日本でまだ認められていない夫婦別姓制度は、しばしば女
性の社会進出という文脈の中で語られてきました。
「ニッポンの夫婦と
そうした中、2011年2月に「夫婦別姓訴訟」が提起されまし
男女共同参画」
た。原告は、通称名や事実婚で旧姓を使用する5人。夫婦別
創作落語／ミニ講 姓を認めない民法の規定が、憲法と女子差別撤廃条約に違
11 つるがしま落語会
座／歌とおしゃべ 反するとしたうえで、民法を改正してこなかった国の責任を問
り・タイム
い、賠償を求めた訴訟です。2015年12月、原告の敗訴で終結
しました。
原告は、日本の婚姻制度が憲法や条約のどこに違反する
と訴えたのか？ 最高裁判所は、なぜ違反しないと判断したの
か？ そしてそれは、男女共同参画とどう関係するのか？ 落
語や歌、グループ・トークを通じて楽しく考えます。

無料
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12 とちぎつばさの会

ワークショップ
タイトル

呼びかけ文

資料代

私たちの会「とちぎつばさの会」は“女性の地位向上と男女
平等参画社会の実現”を目指して活動している団体です。
1980年のコペンハーゲンでの世界女性会議に参加した先輩
諸姉が中心となりこの会を設立し、今年で36年の歴史を重ね
ています。
男女共同参画スタ
しかし、掲げている目標には遠い道のりを感じています。私
ディ―ツアー ～ド たちは自分たちでできる活動をしていこうと、女性が活躍して
無料
イツの生き方を探 いる諸国を訪ね、目標達成のためのヒントを学び続けていま
る旅～報告会
す。ノルウェー、デンマーク、そして昨年の10月にはドイツの
女性たちの生き方を学んできました。これらの海外研修を体
験した仲間を、”目標達成のために政治参加させる必要があ
る”と意欲を高めています。全国の皆様からも良い知恵を頂き
たいと考えています。

DVを終わらせる
メンズカウンセリン (有効な脱暴力支
13
グ協会
援と被害者の回
復)

DVは治らないとの言説があり、加害者から逃避し続けるこ
とで被害者の安心・安全な暮らしがいつまでも得られないとい
う現実があります。これでは被害者はいつまでも回復が難し
いということになりかねません。真に問題解決するには加害
者の脱暴力と被害者のエンパワーメントによる脱被害者化も
必要です。メンズカウンセリングによる支援で回復した事例を
紹介し、援助の有効性をお伝えします。また回復当事者とファ
シリテーターの対談及び質疑応答を行います。

無料

女性差別をなくすために、私たちJNNCは世界女性の憲法
でもある「女性差別撤廃条約」の完全な履行を求めてきまし
た。2014年9月に国連に提出された日本政府の女性差別撤廃
日本女性差別撤
条約実施状況報告書は本年2月にジュネーブで審議されまし
国際社会の厳しい
廃条約NGOネット
たが、3月7日に発表された女性差別撤廃委員会からの総括
目～女性差別撤
14 ワーク（JNNC)・協
所見は、日本の現状をどのようにとらえ、日本に何を勧告して 500円
廃委員会総括所
賛 国際女性の地
いるのでしょうか。差別の現場から委員会にNGOレポートを届
見から考える～
位協会
け、働きかけをしてきた私たちは総括所見の勧告をどう受け
止め、実現していくのか、今後を見据えながら話し合います。
CEDAWへの取組報告書も資料として配布します。
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笛吹市男女共同
参画推進委員会

共有しよう！地域
の推進事例 ～ど
うする？協働によ
る男女共同参画の
推進活動

～推進活動のアイディア、悩み、課題など、みんなで共有しま
しょう！～
北京での世界女性会議から20年、男女共同参画基本法の
制定や地方自治体の推進条例・計画、推進体制なども整備さ
れてきました。しかし、世界における日本の現状は、GDI（ジェ
ンダー開発指数/2013年）は148カ国中79位、GGI（ジェンダー
ギャプ指数/2015年）は145カ国中101位といまだ低位です。
身近な家庭や地域の中での男女共同参画も、なかなか思
無料
うようには進んでいないのが現実ではないでしょうか。このよ
うな中で、住民と行政とが協働し男女共同参画推進を進めて
いくため、笛吹市での活動事例の発表やパネルシアター、紙
芝居の上演の後、意見交換のためのグループディスカッショ
ンを行います。推進のアイディア、活動における悩みや課題な
ど、事例や改善策を検討し共有して地域にもどり、明日からの
取り組みに活かしていきましょう。
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男女平等をすす
ジェンダー平等と
16 める教育全国ネッ
性の多様性
トワーク

17 SEDA(シーダ）

呼びかけ文

資料代

～中高生向けの模擬授業を通して～
学校教育での男女共同参画を学ぶプログラムに、ジェン
ダー平等や人権に対する意識は欠かすことができません。文
科省も「性同一性障害に係る児童生徒に対する対応」を通知
300円
しているように、私たちも大切だと感じ、性と人権に関する授
業実践を始めました。皆さんも模擬授業を通して、ジェンダー
平等と性の多様性について考えてみませんか。多くの皆さん
と意見を交わしたいと思います。

～「ＤＶ加害者更生教育プログラム」とは、どんなものか気に
なりませんか？～
ＤＶ加害者がＤＶをするのは、病気でも障がいがあるからで
もありません。
様々な暴力（身体的・精神的など）を駆使し「パートナーを自
分の思い通りにしていいのだ」という間違った価値観や信念
があるのです。
つまり価値観の変容が重要となります。
「DV加害者更生教
大切なパートナーを尊重して、対等・平等な関係が築けるよ
育プログラム」って
500円
う「自分を変える」ためには、教育プログラムが有効です。
何？
暴力によらない考え方や行動がとれるように男性グループで
気づきを促し合い、学びを深めていくプログラムの内容を知り
たくありませんか？
間違いを認め、責任をとること。そして、パートナーの気持
ちに共感できるようになり、大切な人を尊重できる人に一歩近
づくためのプログラムです。

～だれもが週3日労働で生きられる社会に～
働く女性の全国センター主催のホットラインは、2007年から
これまで3000件以上の相談を受けてきました。男性主導の労
働相談では見えてこない、非正規女性たちの実態、働きたくと
働く女性のホットラ も働けない、働いても細切れ雇用で生活できない、職場の人
インの現状 １０年 間関係ハラスメントの問題などが相談から見えてきます。10
働く女性の全国セ
18
目のリアル
年間の推移と現状のリアルを共有した上で、今年「週3日労働 300円
ンター
で生きさせろ」(3日間働けば生活や社会が成り立つように）と
いうテーマを今年私たちが立てていることについて議論を深
めます。ケア付き男性正社員をモデルにした「標準労働者モ
デル」の見直し、すべての労働をディーセントワーク(働き甲斐
のある人間らしい働き方）とすることを参加者と一緒に考えて
いきたいと思います。
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呼びかけ文

資料代

NPO法人SEAN
（シーン）

カメラ付スマホやSNSなどの普及により、プライベート画像
のやり取りに関して若者たちには躊躇が無くなってきていま
す。日常的にも「表現の自由」「仕事のひとつ」として、性的な
画像が流通しており、そのことに問題意識を持たない若者も
10代若者のポルノ
増えており、デートDVなどでのリベンジポルノ被害や、商業
被害に関する予防
ベースでのポルノ被害などが起こっています。プロダクション 500円
教育と被害の現状
にモデル等で一度サインをして契約してしまうと、より過激な
について
ポルノ画像を強いられても断ることもできず、そこでの被害を
訴えることもできないといった現状があります。予防教育の実
践と相談事例の報告などの後、予防教育としてまた被害者支
援として何ができるのかなど、参加者とともに考えます。

女性としごとの未
来研究会

日本の働く女性のあゆみは富岡製糸場から始まったといわ
れています。その華々しい<工女>たちの陰で、民間工場の<
DVD上映会「今を
女工>たちは、過酷な労働を強いられてきました。働く女性の
生きるみなさんへ
間の格差の問題は、すでにここから生まれている!? 明治期以
働く女性のあゆみ
降、女性の労働がどのように変わり、職業が拡がったのか、 500円
～女工哀史から
厚生労働省が製作したDVD作品(2014年)によって、そのあゆ
「女性活躍推進
みを解説します。昨年成立・施行された「女性活躍推進法」の
法」まで～
課題や、今日の女性労働の現状なども、ご一緒に話し合いま
しょう。

東京男女平等条
例ネットワーク

日本の女性が参政権を得て70年。男女平等はなかなか進
まず、女性議員の数は増えていません。世界ではパリテ法を
施行して飛躍的に女性議員を増やしたフランスなど、多くの国
がクオータ制を導入して成果を上げています。
身近な地方議会はどうでしょうか。地域の政策・施策・予算
東京から発信する
を決定する、住民に最も近い存在で、もっと女性議員が増え
メッセージ 女性を
500円
れば、暮らしや男性優位の政治、女性を軽視する政治文化も
議会へ送る
変わります。
全国で最も女性議員の比率が高い東京では、女性議員が
４０％を超す市から１０％台に留まる市区まで様々です。東京
の状況をもとに、今私たちにできることは何かを考えましょう。

100人に聞きまし
特定非営利活動
た！「男女共同参
法人リソース・エン
22
画センター等との
パワメント・ネット
関わりについての
ワークＲＥＮ
調査」報告会

私たちは2012（平成24）年から「男女共同参画センター等と
の関わりについての調査」に取り組んできました。このたび、
目標としてきた100人の声がようやく集まりましたので、調査結
果を報告します。女性関連施設との関わりが利用者や職員の 500円
人生にもたらした変化を通して、女性関連施設が地道に積み
重ねてきた成果とは何か、これからどのように発展できるの
か、参加者の皆さんとともに一緒に考えたいと思います。
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23

団体名

ワークショップ
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女性議員、どうす
全国フェミニスト議
れば増えるの
員連盟
か？！

呼びかけ文

資料代

～女性の政治参画で社会が変わる～
女性が参政権を獲得して最初の投票から70年がたちます。
しかし、女性議員の数は、衆議院で９%、参議院で15%というも
のです。世界の比較でみると、衆議院の女性議員割合は、な
んと154位という低さです。女性の政治参画を阻むものは何
500円
か。 さまざまな角度から分析し、どうすれば日本の女性議員
が増えるのかを検討します。地域での取り組みを紹介しなが
ら、平等なくして平和なし、をキーワードにネットワークを広げ
ていきます。

～抱っこでハッピー子育て、ベビーダンス～
日本ベビーダンス協会では、子育てを切り口とした男女共
同参画推進講座として、日々活動を行っています。初めての
子育てを切り口と 父子での留守番で、父のアイデアがヒントになって生まれたベ
一般社団法人日 した男女共同参画 ビーダンス。ベビーダンスを体験すれば、父親が自然に育児
24 本ベビーダンス協 推進活動『パパと に参画でき、親子と家族の絆が深まります。具体的な赤ちゃ
無料
会
子どもとのベビー んとの遊び方・あやし方となり、親自身のストレス緩和に役立
ダンス』
ちます。
ベビーダンスを体験した父親達からは、「初めてママなしで
子どもと関われた」「自信がついた」という嬉しい声が寄せられ
てます。
女性活躍の鍵は、数字に基づく説得力を身につけることに
あります。コミュニケーション能力や対人対応だけでは、組織
は動きません。管理職や経営層として女性が活躍するために
は経営数値に強くなることが必要です。リーダーシップを発揮
する上で必要とされるのは、数字に裏付けられた課題の発見
と解決策の提案能力です。
女性が組織をリー
当ワークショップでは、身近な企業の決算書情報を使用し
株式会社ビーエム ドするには？ ～
25
た経営分析を行い、経営の現状と今後の課題は何かを考え
エー
経営数値に強くな
ます。議論を通して、自分に足りないものは何かに気づき、今
る～
後どのようにしてそれを補いキャリアアップにつなげるかを考
察します。
経営情報を読みこなし、数値に基づいた論理的な議論がで
きるようになるためのきっかけを、このワークショップで掴み
とってください。

無料

～女性参政権行使から70年 今こそ政治分野で女性が活躍
するために力を結集しよう～
女性参政権行使から70年。政治分野での女性の参画はま
すます重要になっています。しかし女性議員は衆議院9.5％で
154位/190ヵ国、地方議員12.1％と、世界最低クラスです。
女性議員を増やそ
私たちクオータ制を推進する会は、国会議員、学識経験者
クオータ制を推進 う！地方議会も国 などへ働きかけ、超党派の『政治の分野における女性の参画
26
500円
する会
会も
を推進する議員連盟』の結成と『政治分野における男女共同
参画推進法(案)』等二つの法案を国会へ提出する体制作りま
でこぎつけました。
政策決定の場で女性が活躍するためには、制度面の整備
と、実際に立候補して議員になる女性の支援が欠かせませ
ん。女性議員を増やすために「私たちに何ができるか」ともに
考え、行動しませんか？
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呼びかけ文

資料代

ＤＶに悩む人を支
特定非営利活動
えるために ～ＤＶ
法人みんなのまち
27
被害者支援ボラン
草の根ネットの会
ティア育成講座の
（草の根ネット）
成果とこれから～

～ご近所や友人、家族から打ち明けられたらどうしますか！
～
草の根ネットの基本理念は、男女共同参画社会づくりで
す。私たちは、ＤＶを男女共同参画社会づくりを妨げる重大な
問題と捉え、20年近く前から草加市とのパートナーシップ事業
で取り組んできました。平成18年度からは、埼玉県の委託事
業として「ＤＶ被害者支援ボランティア育成講座」を実施。これ 500円
はその後、埼玉県講師派遣事業となり、平成27年度は草の根
ネット独自で開講しています。この取組は、草加市配偶者暴
力相談支援センター設置（平成23年7月）につながり、ＤＶを市
民の身近な課題として啓発してきました。今回は、草の根ネッ
トの取組経過と成果を報告し、参加者の皆さんと誰もができる
ＤＶ被害者支援について考えあいたいと思います。

女子大学における
女性リーダー育成
お茶の水女子大 のための多角的な
28 学グローバルリー 取組～お茶の水女
ダーシップ研究所 子大学グローバル
リーダーシップ研
究所の事例から～

お茶の水女子大学グローバルリーダーシップ研究所（旧
リーダーシップ養成教育研究センター）では、平成２７年度よ
り、グローバルに活躍する女性を育成し、男女共同参画社会
の実現を推進することを目的とした「グローバル女性リーダー
育成カリキュラムに基づく教育実践と新たな女性リーダーシッ
プ論の発信」事業（文部科学省特別経費（国立大学機能強化
分））に取り組んでいます。ワークショップでは、本学における
男女共同参画の推進に関わる取組として、女性のリーダー
シップを育成するための教育とワーク・ライフ・バランスを実現
するための環境作りについてご紹介し、意見交換をしたいと
思います。男女共同参画推進のためのリーダーシップ教育と
環境づくりに関心のある方、お待ちしております。

29 静岡市女性会館

無料

～Jo-Shizu観光アンバサダー参上！～
昨年9月～1月にかけて開催した当プロジェクトのモデル講
座「わたし流しずおか観光プロジェクト」は、毎月3回の計15回
の連続講座にもかかわらず、応募倍率は2.8倍、平均参加率
女性会館発！観
が85％、全回出席した受講者が8人も！そこで誕生したのが
光分野における女
28人の「Jo-Shizu観光アンバサダー」。「静岡のことが大好き」 500円
性の人材育成プロ
「静岡のことをもっと知ってほしい」という静岡女子、すでに観
ジェクト
光関連分野で活躍している観光女子が講座で出会って、新企
画が誕生したり、移住者・転入者支援がスタートしたり。女性
のキャリアに「観光」というエッセンスを加えることで女性がエ
ンパワメントされ、活躍の場が広がります。
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資料代

ダイバーシティ(多様な人材の活用)は優れたイノベーション
を創出し企業の業績向上に寄与する事から、経営戦略の根
幹に組み込まれる時代になりました。本ワークショッフﾟではダ
イバーシティの本質とは何か、ダイバーシティ・ワークライフバ
ダイバーシティの ランスが経営パフォーマンスに与える影響、女性の活躍推進
”ダイバーシティ” 本質 ～経済活性 がダイバーシティ推進の試金石と位置づけられる理由や障害
30 の本質と魅力を学 化とワークライフバ 等について国際比較データや研究成果を交えて情報提供致 無料
ぶ会
ランスを共に実現 します。
する鍵～
過去2回の開催では、参加者は職場で情報展開したり、市
町村で発表したり、企業向けの対応に参考にされる等ご活用
頂けました。3回目の実施となる今回、特に反響の大きい情報
からご提供し、グループ討議も取り入れてざっくばらんに情報
交換できたらと思います。どうぞお気軽にご参加下さい。

私たちは「ジェンダー平等をめざす藤枝澪子基金助成事
業」により、有志の区民とともに大田区民の生活や意識につ
いての統計リーフレット「大田区ジェンダー統計 大田区の女
やればできる！市 性と男性2016年」（Ａ3版、簡易解説書付き）を作成しました。
特定非営利活動 民で作るジェン
リーフにはライフステージで直面するジェンダー課題を明らか
31 法人 男女共同参 ダー統計 ～完成 にする指標（人口・世帯、労働、教育、ワークライフバランス、 500円
画おおた
までのプロセスと 健康、ＤＶ、意思決定）を取り上げています。
活用法～
ジェンダー統計って何？何がわかるの？地域のニーズを探
るため、あなたの企画書の説得力を増すために、統計ででき
ることを一緒に考えてみませんか？自分の地域のジェンダー
統計が作りたくなるワークショップです。

～「共に生きる社会」を目指して～
このワークショップの目的は、男女共同参画社会の創造に
向けた問題の発見と解決のための技法を習得することにあり
ます。ジェンダーの視点で考えてみることで、職場や学校等に
NPO団体「パパの ジェンダー平等社 おける身近な問題、個々の生き方や社会の問題等について、
32 育児休業支援セン 会を創ろう！NPO いろいろな課題が浮かび上がってきます。個人で実践してい
無料
ター」
実践ワークショップ てなかなか解決しない場合でも、人と人がつながり、NPOとし
ての活動に発展させることができれば、解決の糸口を見出す
ことができるかも知れません。ジェンダー平等社会の創造に
向けたツールとしてのNPOの活用について、学んでみません
か？

33 源リウ会

約1000年前、すでに紫式部は源氏物語の中で男女の問題
源氏物語に学ぶ男
をテーマにして「人間とは何か」「女だって人間よ」と訴えてい
女共同参画 式部
100円
ます。原文を読んで源氏物語から学び、現代社会に於ける男
の思いこそ原点
女共同参画の実現を語り合いませんか。
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与謝野夫妻を巡る
文学者たちとの交
流と晶子の「みだ
与謝野晶子を語る
34
れ髪」等の初期の
会
五歌集を学び、私
たちの生き方に生
かす工夫を！！

呼びかけ文

資料代

～与謝野晶子・寛が付き合った文豪たちを知る、また晶子の
歌集から、二人の生き様を学び私たちの生き方に応用しよう
～
与謝野晶子・寛夫婦が啄木や白秋等の文学者と交流した
事実や、晶子の“みだれ髪”などの初期の五歌集についてよ
り具体的に発表したいと思っています。これ等の交流する姿
500円
から学ぶべきことはないか、また晶子の五歌集から夫婦の姿
や、子育ての姿などが見えてきます。これ等の具体的な事実
を知って、現代の友との繋がりや夫婦の姿、子育てについて
参加者と、よりよい生き方を探ろうと思います。人として、どの
様に生きる事が素晴らしい生き方なのかを皆さんと共に考え
たいと思います。

～あきらめずに、変革してみませんか？～
町内会やPTAなどで会長職についている男性の割合は、
地域における男性
男も女も育児時間
平成26年のデータで町内会長95.3% 、PTA会長（小・中学校）
35
中心型慣行を変革
を！連絡会
88.8% でした。これは地域における男女共同参画の推進を妨
する
げる一因となっています。この男性中心型慣行を変革するア
イデアについて紹介し、みなさんで考えます

無料

～ピーターラビットの作者の歩んだ人生～
絵本『ピーターラビットのおはなし』等の作者、ビアトリクス・
ビアトリクス・ポ
ポターとは、どのような女性だったのでしょうか。幼少の頃は
ヌエックポターノッ ターにみる社会と 体が弱かった彼女ですが、中年以降、実業家としての活動を
36
300円
トの会
つながる女性の生 始め、農場経営と自然保護に力を入れ、イギリスのナショナ
き方
ルトラスト運動に多大な貢献をしました。彼女の作品である絵
本を読みながら、ポターの生き方について、一緒に考えてみ
ませんか。

一般社団法人国
37 際女性教育振興
会

～世界は変わる、私も変わる 次世代への働きかけと今後に
繋ぐもの～
日本は戦後71年の平和が続いていますが、戦争を知らな
い世代が80％の現状です。世界中で紛争、テロ、自然災害が
あり尊い命が失われる悲惨な状況が後を絶ちません。21世紀
こそ平和が守られ、人として生きる最低の条件が満たされると
ポーランド・ドイツ
300円
期待しましたが実現していません。それでも私たちは立ち止ま
の現状から今後の
～
ることなく、女性の人権侵害が無く、自らの意思決定と自己責
活動に活かすもの
500円
任により、選択が可能な社会構築の推進を目指しています。
その基本となる教育、高齢社会の福祉状況の向上、平和を守
るために各々が何を目標にグローカルに活動すれば前進す
るのか。情報過多の時代にあって自分の目で見、考え、学
び、指針の見える意見交換と社会貢献を考え、実行に移せる
ワークショップです。
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呼びかけ文

～被災した女性が撮影した写真とメッセージを通して災害対
応、防災について考える～
NWECボランティアの会では2011年の大震災後、やむにや
まれぬ気持ちからNWECが受け入れた避難者への食事支援
を始めました。その後、社会教育施設ボランティアとしてでき
ることは何かを考えながら継続的に支援を続け、災害後の対
NWECボランティア
応、防災の問題点なども探ってきました。
発信”東日本大震
NWECボランティア
今回は〈NPOフォトボイス・プロジェクト〉に協力いただいて、
38
災を忘れない”－
の会
被災者が撮影した写真を見、「声」を聴きます。その後、小グ
フォトボイスととも
ループで意見交換を行い、被災者の思いや生活状況、そし
に
て、女性の視点（または男女共同参画の視点）に配慮した防
災対策災害対応や復興について考えます。福島から被災さ
れた方をお迎えしてのワークショップです。
私たちは“忘れない”をNWECボランティアとして発信し続け
ていきたいと思います。

資料代

無料

地域における男女共同参画の推進は、重要・不可欠な課
題であるにもかかわらず、男女共同参画を担当する部署が
「ダイバーシティ」課に包摂されるという事態が起こりつつある
ようです。北京JACでは、この動きに対して自治体に説明を求
地域で男女共同参
北京ＪＡＣ（世界女
めてきました。
画を進めるために
39 性会議ロビイング
もともとは、「ダイバーシティ」（多様性）のなかに性差別を含 500円
～ダイバーシティ
ネットワーク）
んでいますが、行政の意識や政策の実施において、性差別
でいいの？
の問題は見えなくなるのではないかという危機意識を私たち
は持っています。「ダイバーシティ」は男女共同参画を進める
のか？今後の取組みを議論します。

高校における男女
NPO法人パート
共同参画の視点を
40 ナーシップながれ
取り入れた実践教
やま
育の事例を通して

～高校生の男女共同参画の推進について考えましょう～
社会の在り方について主体的に学んでいく時期の高校生。
①そんな高校生対象に実施した男女平等に関するアンケート
調査から見えてきた意識と課題についての報告。②学校教育
の中でNPOや男女共同参画センターと連携して取り組んだ男
500円
女共同参画の意識形成につながる教育事例（「総合学科にお
ける避難所プロジェクト」「高校生の生活設計を考える」）を紹
介します。①②を通して、高校生における男女共同参画意識
の推進のための取り組みについて皆さんと一緒に情報交換
をしながら話し合いましょう。

暴力や侵害の多くは身近な人間関係のなかで起こってい
て、加害者は顔見知りであることも多いです。ですから護身と
いうと武道をイメージしがちですが、技だけで自分を守ること
は難しく、「大切な自分を守っていいんだ」と思えることが必要
私を守れる私であ になります。そのための知識と意識、そして技術を学ぶワーク
インパクト東京（Ｎ
りたい～女性のた ショップです。そもそも人には、危険に気付く力や自分を守る
41 ＰＯ法人ライフライ
無料
めの護身法ワーク 力が備わっています。護身を学ぶことでその力に気付き、自
ツ）
ショップ～
尊感情が高まります。
いざという時だけではなく、自分を守る方法を知ることで不要
な不安感を手放し、自由に行動し、より自分らしくいるのに役
立つ内容です。

平成28年度「男女共同参画推進フォーラム」ワークショップの部・パネル展示の部参加者へのメッセージ
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第61回国連女性の地位委員会(CSW61)の優先テーマは「変
わる仕事の世界における女性の経済的エンパワーメント」で
す。仕事を取り巻く環境は、世界経済の影響、ITをはじめとす
る技術の進展、超高齢社会などを受け、大きく変わっていま
女性の経済的エン す。このワークショップでは、パネリストによる取り組み事例に
ＪＡＷＷ（日本女性
42
パワーメント―― 基づいて、変化する仕事の世界を視野に、女性の経済的エン 500円
監視機構）
変わる仕事の世界 パワーメントをすすめ、ジェンダー平等を実現するためには、
どうすればよいのかについての示唆を得たいと思います。
コーディネーターには橋本ヒロ子さん、テーマに多角的にアプ
ローチするパネリストの方々、さらにCSW60に参加した若い皆
さんも会場に迎えて活発な検討の場にしたいと思います。

文部科学省生涯
43 学習政策局男女
共同参画学習課

男女が自らの意思によりその個性と能力を十分に発揮し、
社会に参画していくことを目指す男女共同参画の考え方と、
消費を通じてよりよい社会作りを目指す消費者市民社会
の考え方とは、ともに議論の地平を共有できるものと考えられ
ることから、「消費者教育」をテーマとしたワークショップを実施
します。
第１部では、「消費者市民社会とは」をテーマにミニ講義と
対談を行います。
10:00～10:25 ミニ講義 上村協子氏
消費者市民社会と
（東京家政学院大学現代生活学部 教授）
は～つくる私、つ
10:30～11:00 対談
上村協子氏（同上）
無料
かう私～
橋本淳司氏
（水ジャーナリスト／アクアコミュニケーター）
第２部では、学校や地域における消費者教育について、実
践のヒントを交えた実践発表を行います。
11:05～11:40 「小・中学校における消費者教育」
11:40～12:00 「消費者教育における国民生活センターの
役割」
その他、事業者・団体等が作成した消費者教育の教材・資
料の展示を行いますので、是非、御参加ください。

