
ワークショップタイトル 運営団体･グループ名 No

101
男女共同参画スタディーツアー～ド
イツの生き方を探る旅～報告会

とちぎつばさの会 12

109
やればできる！市民で作るジェン
ダー統計～完成までのプロセスと活
用法～

特定非営利活動法人
男女共同参画おおた 31

110
男女共同参画の視点に立ったキャリ
ア開発プログラムを考える

会館提供ワークショップ

201
ジェンダー平等社会を創ろう！NPO
実践ワークショップ

NPO団体「パパの育児休業支
援センター」 32

206
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

笛吹市男女共同参画推進委員
会 15

207
地域で男女共同参画を進めるために
～ダイバーシティでいいの？

北京JAC（世界女性会議ロビイ
ングネットワーク） 39

208

女子大学における女性リーダー育成の
ための多角的な取組ーお茶の水女子大
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 28

大会議室
女性議員を増やそう！地方議会も国
会も

クオータ制を推進する会 26

301 ジェンダー平等と性の多様性
男女平等を進める教育全国ネッ
トワーク 16

302
私を守れる私でありたい～女性のた
めの護身術ワークショップ～

インパクト東京（ＮＰＯ法人ライ
フライツ） 41

306
ポーランド・ドイツの現状から今後の
活動に活かすもの

一般社団法人国際女性教育振
興会 37

◆本館１階ロビー南側：情報コーナー
　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、金銭の取扱いなどは、各自の責任でお願いします。

平成２８年度「男女共同参画推進フォーラム」ワークショップ一覧

                      　　 　日時
　　会場

ワークショップ（1）　8月26日（金）　15:30～17:30

研
修
棟

1
階

２
階

３
階



ワークショップタイトル 運営団体･グループ名 No

101
女性議員、どうすれば増えるの
か？！

全国フェミニスト議員連盟 23

109
ＣＳＷインターンと考える「２０３０年
の私たちの働く・育てる未来」

特定非営利活動法人
日本ＢＰＷ連合会 5

110
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

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関す
る調査研究事業研究会

8

マルチメ
ディア室

ビアトリクス・ポターにみる社会とつ
ながる女性の生き方

ヌエックポターノットの会 36

201
ＤＶを終わらせる（有効な脱暴力支援
と被害者の回復）

メンズカウンセリング協会 13

206
女性が組織をリードするには？～経
営数値に強くなる～

株式会社ビーエムエー 25

207
ダイバーシティの本質～経済活性化
とワークライフバランスを共に実現す
る鍵～

“ダイバーシティ”の本質と魅力
を学ぶ会 30

208
源氏物語に学ぶ男女共同参画　式
部の思いこそ原点

源リウ会 33

大会議室
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

苫小牧男女平等参画推進協議
会 6

301
女性会館発！観光分野における女
性の人材育成プロジェクト

静岡市女性会館 29

302
子育てを切り口とした男女共同参画
推進活動「パパと子どもとのベビーダ
ンス」

一般社団法人日本ベビーダン
ス協会 24

306
行列ができる講座の企画と思わず手
にとるチラシのつくり方

講座企画塾　吉田清彦
（個人） 10

実
技

研
修
棟

「ニッポンの夫婦と男女共同参画」
創作落語／ミニ講座／歌とおしゃべり・タイ
ム

つるがしま落語会 11響書院

２
階

３
階

研
修
棟

1
階

 平成２８年度「男女共同参画推進フォーラム」ワークショップ一覧

                      　　 　日時
　　会場

ワークショップ（２）　8月27日（土）　10:00～12:00

◆本館１階ロビー南側：情報コーナー
　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、金銭の取扱いなどは、各自の責任でお願いします。



ワークショップタイトル 運営団体･グループ名 No

101
女性の能力開発のための大学教育の果
たす役割～自由が丘産能短期大学にお
ける実践事例の報告～

自由が丘産能短期大学「女性のた
めのキャリアアップコース」開発
チーム

4

109
ＤＶに悩む人を支えるために～ＤＶ被害
者支援ボランティア育成講座の成果とこ
れから～

特定非営利活動法人みんなのま
ち草の根ネットの会（草の根ネット） 27

110
国際社会の厳しい目～女性差別撤廃委
員会総括所見から考える～

日本女性差別撤廃条約ＮＧＯネッ
トワーク（ＪＮＮＣ）
・協賛　国際女性の地位協会

14

201
「女性の経済的エンパワーメント一変
わる仕事の世界」

ＪＡＷＷ（日本女性監視機構） 42

206
高校における男女共同参画の視点
を取り入れた実践教育の事例を通し
て

ＮＰＯ法人パートナーシップなが
れやま 40

207
地域発！持続可能な社会づくりと男
女共同参画

青い地球は誰のもの「Our Blue
Planet 」北九州公演実行委員
会

7

208 多様性の時代を生きる 花咲く笑顔の会 2

大会議室
『Girl Rising ～私が決める、私の未
来～』映画上映

公益財団法人プラン・ジャパン 1

301
東京から発信するメッセージ
女性を議会へ送る

東京男女平等条例ネットワーク 21

302
家族カフェ　子どもを持って働くってど
う？はなそう会

あれあれあ 3

303
ＮＷＥＣボランティア発信“東日本大
震災を忘れない”一フォトボイスとと
もに

ＮＷＥＣボランティアの会 38

    平成２８年度「男女共同参画推進フォーラム」ワークショップ一覧

                      　　 　日時
　　会場

ワークショップ（３）　8月27日（土）　15:30～17:30

研
修
棟

1
階

２
階

３
階

◆本館１階ロビー南側：情報コーナー
　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、金銭の取扱いなどは、各自の責任でお願いします。



ワークショップタイトル 運営団体･グループ名 No

101
DVD上映「今を生きるみなさんへ　働
く女性のあゆみ～女工哀史から「女
性活躍推進法」まで～

女性としごとの未来研究会 20

109
１００人に聞きました！「男女共同参
画センター等との関わりについての
調査」報告会

特定非営利活動法人
リソース・エンパワメント・ネット
ワークＲＥＮ

22

110 日本を変えた１２人の女性音楽家
MUSIC TRAVEL
（ミュージックトラベル） 9

201
１０代若者のポルノ被害に関する予
防教育と被害の現状について

NPO法人SEAN(シーン） 19

206

与謝野夫妻を巡る文学者たちとの交流
と晶子の「みだれ髪」等の初期の五歌集
を学び、私たちの生き方に生かす工夫
を！！

与謝野晶子を語る会 34

207
地域における男性中心型慣行を変
革する

男も女も育児時間を！連絡会 35

208
「働く女性のホットライン１０年目のリ
アル」～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 18

大会議室
消費者市民社会とは
～つくる私、つかう私～

文部科学省生涯学習政策局男
女共同参画学習課 43

３
階

301
「DV加害者更生教育プログラム」っ
て何？

SEDA(シーダ） 17

◆本館１階ロビー南側：情報コーナー
　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、金銭の取扱いなどは、各自の責任でお願いします。

    平成２８年度「男女共同参画推進フォーラム」ワークショップ一覧

                      　　 　日時
　　会場

ワークショップ（４）　8月28日（日）　10:00～12:00

研
修
棟

1
階

２
階


