平成２５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
ワークショップ（1） 8月22日（木） 15:30～17:30

日時
会場

ワークショップタイトル
101

運営団体･グループ名

ワークショップ（2） 8月23日（金） 10:00～12:00
ワークショップタイトル

No

≪ワークライフバランス２．０≫～業界団体、経営者団体、地方自
会館提供ワークショップ
治体を挙げた、働きがいのある職場作りに向けた取り組み～

第57回国連女性の地位委員会（ＣＳＷ）報告会

運営団体･グループ名

ワークショップ（3） 8月23日（金） 15:30～17:30

研
修
棟 ２
階

108

職場における安全・安心の確保のために

女性労働問題研究会

22

109

社会的弱者を支える”まさか”のときにつながる「地域防災
ネットワーク」

特定非営利活動法人みんなの
まち草の根ネットの会

10 と～１通のパブコメから防災委員に～

110

地域人材・団体の実践活動に学ぶ

会館提供ワークショップ

201

「私らしい働き方、キャリア形成のための第一歩をワールドカ
株式会社キャリア・マム
フェで探してみませんか？」

39 会づくりにつなげる

206

ダイバーシティ推進リーダーに必要なチームコミュニケーション体
ファーストステップ
験ワークショップ ～多様性を尊重しながら共有を促進する手法～

45

207

女性の経済的・政治的分野への参画がすすまないのはな
ぜ？―高等教育の場から探ぐる―

30 よう ～MYリソースマップをつくって、問題への対処力をアップしよ 育自倶楽部

208

男女平等をすすめる教育全国
ネットワーク

東北と首都圏の女性の交流を通じた女性のエンパワーメント 認定ＮＰＯ法人 女子教育奨励会
（ＪＫＳＫ）
と復興活動 －東北復興「結結プロジェクト」報告－

大会議
ふくしまの今～避難者の現状と課題、その支援のありかた～ 福島県男女共生センター
室

301

３
階

男性にとっての男女共同参画と看護の視点～パパの育児休
パパの育児休業支援センター
業は特別なことじゃない～

いつか来るその時のために 被災地から学び、いまできるこ
（仮題） 男性向け事業について考える
「メンズプロジェクトとして何ができるか」情報・意見交換会

NPO法人マミーズ･ネット

9

子育て支援、変えるなら今でしょ！

19 移民女性が抱える課題の解決に向けた地域における連携
24 「学びがひらく」＠ＮＷＥＣ

公益財団法人日本女性学習財団

キャリア開発学習プログラムを考える
～今、求められる企画・運営力～

会

甲府市は男女共同参画都市宣言をしました。その心は？
デートDVと若者の性意識～恋人役割と性の商品化に対する若者約
5,000人の意識から～

甲府市男女共同参画推進委員
会

社会起業家という選択
-ミッションは子どもが売られない世界をつくる-

プロジェクト・パッチワーク

40

3

「国連は日本に何を求めているのか」

日本女性差別撤廃条約NGO
ネットワーク

36

5

『女性の積極的活用？ パート・派遣はおきざり？』 ～均等法か
ら約３０年。総貧困下で、女性の「はたらく」「暮らす」「生きる」を考 働く女性の全国センター
える～

43

303

行列ができる講座の企画と、思わず手に取るチラシの作り方 人
が集まる男女共同参画講座の企画・運営で「地域力」アップを！

講座企画塾 吉田清彦

17

306

届かない10代20代の性被害の声

NPO法人BONDプロジェクト

33 行政・議会・地域のネットワーク推進と男女共同参画

全国フェミニスト議員連盟

25

挑戦しました！ 市民団体が男女共同参画センターの指定管
理に応募してみました。

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

12 源氏物語に学ぶ男女共同参画

源リウ会

41 ～メディアが吹かせる男への「追い風」と「向い風」

「NO！」と言える、私でありたい。～女性のためのエンパワメ NPO法人ライフライツ・インパク
ントワークショップ～
ト東京

101

運営団体･グループ名

東日本大震災から、2年。被災地派遣相談員を経験してみえてき 特定非営利活動法人全国女性
たこと ～災害後における男女共同参画センターの役割と課題～ 会館協議会

ポスター展示タイトル

No

26 こんにちは！ 復興庁男女共同参画班です
新しい公共の場づくりの為のモデル事業「意思決定の場への女性の参
画」促進応援プラン ～寄ってたかって男女共同参画を活かしたまちづ
くり～

マルチ
メディア

落語と歌で楽しく考える男女共同参画

運営団体･グループ名

No

復興庁・男女共同参画班

1

男女共同参画みえネット

2

青森県男女共同参画センター指定管理者
ＡＳＴＡＣ・Ｇ

3

108

男女平等の原点―戦後の紙芝居と幻燈を見る

女性としごとの未来研究会

21 男女共同参画の視点から実施した「避難所体験」

109

再考“母娘関係”

日本女性学研究会

35 新潟大学における女性研究者の育成・支援

新潟大学男女共同参画推進室

4

110

「ミレニアム開発目標(MDGs）とジェンダー」

JAWW（日本女性監視機構）

34 男性をとりまく環境

埼玉県男女共同参画推進センター
With You さいたま

5

201

拠点施設（女性センター）をどう活かすか～東京からの発信
～

東京男女平等条例ネットワーク

31 人が集まる講座の企画・運営で男女共同参画の地域づくりを！

講座企画塾 吉田清彦

6

206

女性の社会的貢献をかたちにするための学習会

ヌエック・ポターノットの会

42 何が鍵となるのか？

横浜国立大学
男女共同参画推進センター

7

207

デートDV freeキャンパスづくりプロジェクト
～デートDV 予防を知って安全で楽しい大学生活にしよう～

岩手大学男女共同参画推進学
生委員会

14 調査実施者（ルビ：じょせいたち）のエンパワーメントの記録

エンパワーメント11（い）わて

8

208

「大切なわたし、大切なあなた～大学生が伝えるデートＤＶ予 NPO法人参画プランニング・い
防啓発～」
わて

ねりまジェンダー研究会

9

キャリア・マムは、女性のライフスタイルに応じた自分らしい働
き方を応援します

株式会社キャリア・マム

10

活動紹介「女性の視点を入れた地域での防災・減災 子育て
世代と一緒に」

かすがい女性連盟

11

行列ができる!! 男女共同参画講座事例集

８年間の取り組みから考える大学における男女共同参画―
被災女性・支援女性への調査を通じた

11 『ジェンダー・イコール』

大会議室

301

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
劇団プレイバッカーズ
ス」

2

302

データ解析に基づいた組織の中のジェンダー・ハラスメント防
小林敦子
止講座

23

303
306
響書院

新しい公共の場づくりの為のモデル事業 「意思決定の場への女性の
参画」促進応援プラン ～寄ってたかって男女共同参画を活かしたまち 男女共同参画みえネット
づくり～

つるがしま落語会

ポスター展示 本館ロビー

ワークショップ（4） 8月24日（土） 10:00～12:00

北海道から沖縄まで、今人気のイクメン企画はコレ！『男性の育
児参画講座のつくり方』

一般社団法人日本ベビーダンス協
会

4

「自分たちの記録は自分たちで残す～記録保存の現場から
の声」

NWECアーキビストの会

7

44

18

15

NPO法人SEAN

16

佐賀大学

会館提供ワークショップ

海外から学びキャリアアップ～スウェーデン、フランス、などを 一般社団法人国際女性教育振興

38 視察して～

佐賀大学生カップルにみる「男女共同参画」― 履修学生による

13 インタビュー調査の報告

均等待遇アクション２１

ワークショップタイトル

会館提供ワークショップ

《一般企業におけるダイバーシティ・マネージメントを学ぶ》～本質 国立女性教育会館理事長
を学ぶ・データに学ぶ・他社に学ぶ～
内海 房子

日時

３
階

20

均等法を男女雇用平等法に！

会場

研
修
棟 ２
階

F・Fネットあきた北

302

響書院

1
階

『あめで参画、歩いてサンキュー』
地域ネットワーク実践行動から全国展開に向けて

埼玉県男女共同参画推進センター

う～

8

ＮＰＯ法人男女共同参画おおた 28

27 ～男女共同参画の視点で地域の子育てを支える～

悩みの多い時代、ご自身の問題解決力を高める方法を考えてみ

No

成功する男女共同参画事業の進め方 ～パソコンを使った
実践講座で広報力大幅アップ～

東京都大田区立男女平等推進
センター｢エセナおおた｣

ＤＶＤ「安心できる避難所づくり」を活用して、男女共同参画社 青森県男女共同参画センター
指定管理者ＡＳＴＡＣ・Ｇ

37

運営団体･グループ名

女性／男女共同参画センターのアクティブな情報発信を目指
会館提供ワークショップ
して

会館提供ワークショップ

マルチ
メディア

1
階

ワークショップタイトル

No

◆実技研修棟 音楽室： 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、金銭の取扱いなどは、各自の責任でお願いします。

8月22日（木）

8月23日（金）

8月23日（金）

8月24日（土）

15:30～17:30

10:00～12:00

15:30～17:30

10:00～12:00

32
6
29
1

