平成２９年度「男女共同参画フォーラム」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.

団体名

1

首都大学東京ダイ
バーシティ推進室

2

筑波大学ﾀﾞｲﾊﾞｰｼ
ﾃｨ･ｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ･ｷｬﾘ
ｱｾﾝﾀｰ ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ
部門

3

4

パネル展示
「タイトル」

ワークショップの内容（PR文）

ワーク・ライフ・バランスの推進や女性研究者の裾野拡大、セクシュアル・マイノリティの
ダイバーシティ推 知識啓発・当事者支援など、首都大学東京ダイバーシティ推進室の取り組みについて
進について～首都 紹介します。
大学東京の取組
みから～

女子中高生の理 筑波大学にて平成25年度より継続して取り組んでいる女子中高生の理系進路選択支
系進路選択支援 援事業について、これまでの取り組みの紹介と、取り組みを通して明らかになった課題
の取組みと課題～ を報告します。
筑波大学とつくば
女性研究者支援
協議会の事例から
ディーセント・ワーク実現のための「24の課題」のパネル展示をします。パネルのイラス
人間らしく働きた トは、認定NPO法人ウィメンズアクションネットワークがディーセント・ワークをテーマに
い！―わたしたち 開催したWANシンポジウム２０１６で可視化した、実現のための「24の課題」を表現。イ
チーム＝ディーセン
のディーセント・
ラスト制作は、もりちかこさん。
ト・ワーク
ワーク宣言「アート
でなるほど展」

埼玉県男女共同参
画推進センター

考えよう！わたし
たちの働き方・暮
らし方

今、働き方の改革が求められています。背景には、依然として根強い長時間労働や、
仕事と生活の両立が困難な環境など、働き方そのものを見直していこうという、社会の
大きなうねりがあります。パネルでは、ワーク・ライフ・バランスの視点からこれからの働
き方に向けた意識改革を呼びかけています。

好きと得意を生かし、地域の課題に起業で挑戦する女性たちがいます。清瀬・東久留
米・西東京市の女性センターはワークライフバランスを目指す視点から、市民との協働
「好き」と「得意」を でこれを応援する事業を展開しました。３本の講座、２回の起業応援フェスタは、孤立し
空想・起業・チャレン 活かす3市連携女 がちな女性たちにネットワークと一歩前に出る勇気を生みました！
ジ企画（略称ＫＫＣ） 性起業応援事業
(「女性起業応援事業」委
託団体)

5

6

7

8

滋賀県地域女性団
体連合会（愛称：滋
賀ちふれん）

環境にやさしいくら
しづくり（マイびわ
こ運動・・・びわ湖
のために、家族の
ために）

リーダー育成ってどんなものをイメージしますか？「リーダー育成講座」のようなセミ
WP式女性リー
ナーをイメージされる方もいらっしゃるのではないでしょうか？ただ、それだけではない
ダー育成術～女性 のが私たちの活動です。今回は、そんな私たちの活動を「WP式リーダー育成術～」と
松江市21世紀ウィメ
(私たち)がキラリと 題して紹介します。皆さま、是非ご覧ください。
ンズプロジェクト
輝けるまちを目指
して～

NPO法人フォトボイ
ス・プロジェクト

フォトボイス・プロジェクトでは、被災した女性たちが自分の経験やその後の状況を写
東日本大震災から 真に撮り、小グループで話し合い、社会に伝えたいメッセージ（声・ボイス）をつくって発
6年：フォトボイス 信しています。大震災から６年経った変化や変化しないことや、復興への展望などを伝
（Photo Voice)～ える、〈写真と「声」〉を、ぜひ見に来てください。
被災した女性の写
真と声
女性が働き続けることができる社会をつくるためのキーワードとして、「ディーセント・
ワーク」「マタニティ・ハラスメント」「ポジティブ・アクション」「家族協定」などを取り上げま
キーワードで考え す。イラストと短い文章でわかりやすく表現したパネルを見ながら、お話しませんか。
る女性と仕事

9

ねりまジェンダー研
究会

10

203050～「推進
法」で世界に追い
クオータ制の実現を つき、追いこそう！
めざす会
※政治分野におけ
る男女共同参画推
進法

11

びわ湖せっけん運動は今年４０周年を迎えます。「琵琶湖のために、家族のために」を
合言葉に水質を守り、肌への刺激が少なく赤ちゃんの敏感肌にも安心な液体タイプの
「びわこせっけんエコクリーン」をちふれん会員が中心となり８年ぶりにリニューアルしま
した。県婦人会館が女性リーダー養成、男女共同参画社会づくり、環境問題等に取り
組んできたこれまでの活動を紹介します。

静岡大学男女共同
参画推進室

神奈川県大磯町や葉山町、大阪府島本町などは男女半数議会になったが、未だ一人
も女性議員がいない「ゼロ議会」市町村が5分の１も！「集団内３０％超で本来の力を
発揮」といわれます。女性の国会議員30％超は193ヵ国中47ヵ国、２０％超が９７ヵ国の
世界で９．３％の日本は１６４番目！挽回には日本版クオータ制！！

静岡大学は、静岡県内の大学・行政機関・企業等を協同し、女子中高生に向けた進路
選択支援の事業を実施してきました。具体的には、大学の研究室での実験体験、博物
理系女子夢みっけ 館での合宿、企業・研究機関見学会、ロールモデルとの交流会、女子学生による進路
★応援プロジェクト 相談会、中高教職員への啓発等に取り組みました。その活動内容を報告します。
in しずおか
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WOMEN LEADERS

‘知らなかった’は命
とり！ 女性社員育成 ○
５つの落とし穴

花咲く笑顔の会

〜多様性の時代を生
きる〜マンダラエン
○ ○
ディングノートで大切
な何かをみつけよう

すべての人にいつかは平等に訪れる自分自身のエン
ディング。人生ドラマのエンディングを考えてみると、人
生の後半生の「今ここ」の生き方を考えるようになりま
す。一つ一つのエンディングに向かうテーマの「しつも
ん」に答えて伝え合うワークを行います。実際のワークで
体感してみてください。

MUSIC TRAVEL
（ミュージックトラベ
ル）

女性シンガーソングラ
イターを紹介する音
○
楽講座

つるがしま落語会

創作落語／おしゃべ
り・タイム／歌とミニ講
座
「じぇじぇじぇ！ じぇん
だー・はらすめんと?!」
～男女共同参画の
「ど真ん中」～

6

男女のキャリア形成と
活躍推進のため
はばたき・たちばな
に・・・・・～学生は夢
（京都橘大・はばたき
○ ○
を語り、卒業生はより
支援）
良い生き方をめざ
す！！～

9

10

○

あれあれあ

家族カフェ「子どもを
○
持って働くってどう？」

講座企画塾
吉田清彦（個人）

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
～人が集まる講座の
企画・実施で男女共
同参画の地域づくり
を！～

明治大学情報コミュ
大学生によるデート
ニケーション学部堀
DVワークショップ
口ゼミ

音楽シーンの発展と意識改革に貢献してきた、１０人の
シンガーソングライターを紹介いたします。音楽を聴きな
がら学んでください。紹介するシンガーソングライター
あり
は、キャロル・キング、ジョニ・ミッチェル、五輪真弓、荒
（無料）
井由実、大貫妙子、中島みゆき、イルカ、岡本真夜、奥
居 香、竹内まりや、です。

約１０００年以前、すでに紫式部は源氏物語の中で、男
女の問題をテーマにして、「人間とは何か」「女だって人
間よ」と訴えています。紫式部が源氏物語に込めた熱い あり
○ 思いについて、共に考え、語り合いませんか。現代社会 （有料）
１００円
の於ける男女のあり方を語り合いましょう。

源氏物語に学ぶ男女
共同参画 式部の思
いこそ原点

メンズカウンセリング
メンズカウンセリング
による女性支援の実
協会
践と有効性

あり
（有料）
１，０８０
円

男は度胸、女は愛嬌のような、身体的性差以外の男性
像、女性像（ジェンダー）が元になって、男は仕事、女は
家事のように、本人の希望に関わらず、性別によって人
の役割、地位を固定する言動が「ジェンダー・ハラスメン あり
○ ト（ＧＨ）」です。落語と歌でＧＨを実感しながら、男女共同
（無料）
参画社会基本法での位置づけを読み解きます。

源リウ会

8

資料

DVD その
上映 他

女性社員を育成したいと思って良かれと思ってやってい
ることが、実は逆効果…。男性の経営者や管理職が知
らず知らずのうちに陥ってしまう落とし穴があります。ど あり
れも、知っていれば防ぐことができる非常に簡単なこと。 （無料）
ぜひ自社に持ち帰って知らない人に教えてあげて下さ
い。

5

7

ワークショップの内容
ロール
プレイ
等

○

京都橘大・教職保育職支援１０年の振り返り～学生の一
人一人の夢と希望実現のために～起業をめざす卒業生
から提言～公立保育園を退職して子どもサロン開設を
めざす～参加した卒業生たちから報告～働くことで人生 なし
をどう生きていくのか～参加者自身の「過去・今・未来」
を読み解き、これからのライフプランが持てたら・・
行政による無料の女性相談や女性支援がありますが、
その支援で解決しなかった女性たちがつながってくる
ケースが増えています。メンズカウンセリングに於ける女
性支援を受け、回復し問題解決していかれる方もたくさ あり
んおられます。そのアプローチについて、理論と実践、 （無料）
女性当事者の生の声をお伝えします。
ワーキングマザーたちは日々家庭と仕事で多忙です。で
も、時間のゆとりを生むと気持ちのゆとりに繋がります。
女性たちが日々どんな日常を過ごし、どんな工夫をして あり
（有料）
いるか、一緒に話し、共有しましょう！
３００円
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、魅力的なタイトルやキャッチコピーのつけ方から募
集方法やチラシのつくり方など、人が集まる講座を作る
ために必要なことのすべてを具体的に解説します。実際 あり
に応募者を多く集めた全国各地の男女共同参画講座の （有料）
５００円
事例やチラシの手直し事例も豊富に紹介します。

大学３年生はデートDVの寸劇（女性被害者編・女性加
害者編）とデートDVのパワーポイントによる解説、２年生
は、デートDVの歌の紹介と誰でも踊れるダンス、１年生 あり
○ ○ ○ ○ ○ は「彼女が好む/嫌がる彼氏の服装」と男子学生による
（無料）
ファッションショーを行います。その後指導教員による説
明、会場の参加者との話し合いをします。
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ワークショップの内容
ロール
プレイ
等

資料

DVD その
上映 他

地域で男性が幸せに
○
暮らす方法

会社を早期退職後、常連客からコミュニティカフェの調
理人となり、調理師資格まで取得した５０代男性、新聞
記者を定年退職後、カフェの２Ｆに転居しカフェの皿洗い
や掃除をする７０代男性、カフェの大家をしつつ、カフェ
の接客や運営全般を手伝う５０代男性。３人はすっかり あり
カフェに溶け込み地域での暮らしを楽しんでいます。そ （無料）
んな３人の事例を題材にして、男性が自分の居場所を
見つけて、地域で幸せに暮らす方法について話し合いま
す。

与謝野晶子の国際的
○
な貢献

９５年に堺市より２４名派遣された北京会議で「晶子の
今、山を動かす女たち」の題で発表しました。晶子夫妻
は明治末に欧州に１年余滞在、特に女性の人権の違い あり
を学び帰国後発表ました。その内容を踏え発表しました （有料）
が、現在、あの時の「北京行動網領」はどう生かされ、進 ５００円
展しているか等,平出洸（ひらいでひろし）と阿部で発表
し、参加者と意見交換します。

特定非営利活動法
13 人日本ネパール女
性教育協会

ネパールに100人の
おなご先生養成

２０１６年１０月１９日、ネパール･ポカラで２００人以上の
ゲストを迎えて、「さくら寮開設10周年記念イベント」を開
催しました。その様子をDVDでご紹介します。また、１００ あり
人の卒業生がふるさとの村で活躍する様子をパワーポ （無料）
イントでご覧いただきます。参加者に、冊子『おなご先生
１００人養成』を差し上げます。

14 とちぎつばさの会

男女共同参画スタ
ディツアーから見た四
か国（日本・ノルウ
○
エー・デンマーク・ドイ
ツ）比較研究報告

11

ヘルシーカフェのら

12 与謝野晶子を語る会

15

16

17

18

19

20

○

NPO法人SEAN

若年層のポルノ被害
のいま～予防教育と
支援～

岐阜大学・山形大
学・新潟大学

地方大学から広がる
女性研究者支援 ～
ダイバーシティ研究環
○
境実現イニシアティブ
事業（連携型）におけ
る取組と課題～

甲府市男女共同参
画推進委員会

北九州婦人教育研
究会

文部科学省生涯学
習政策局男女共同
参画学習課

NPO法人育自の魔
法

ジェンダーに敏感な
視点で日常をみる

○

ノルウエー・デンマーク・ドイツ・日本の4か国の、政治・
教育・労働・環境・福祉の面を自分たちの目線で比較研
究をました。参加者の皆さんと４か国についての意見交 あり
換をし、一歩でも私たちの目指す男女共同参画社会に （無料）
近づくことができたらと考えています。
ネットの普及によって、ポルノ被害は若年層にも広がっ
てきています。この間、東京と大阪のNPOが連携しなが
ら、それぞれの地域でポルノ被害支援に取り組んできま あり
した。今起こっている被害の現実を共有しながら、被害 （有料）
者にならないための予防教育と支援対策についてみな ５００円
さんと一緒に考えます。

○

○

岐阜大学と山形大学と新潟大学は、文部科学省科学技
術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境実現
イニシアティブ」の取組として、大学や企業における女性
研究者の積極登用、研究力向上、研究環境整備などを あり
進めてきました。その成果と課題を紹介し、大学や企業 （無料）
における女性研究者の支援のあり方について議論しま
す。
ジェンダーバイアスが形成されていく過程を考えながら、
地域での暮らし方から男女平等を考え、社会を変える！
紙芝居上演後意見交換のためのグループディスカッショ あり
ンを行い、男女共同参画についての意識を高めます。ま （無料）
たそれを広めていく方法について考えます。

○ ○

本会会員全員を対象に活動実態をアンケート調査しそ
の結果を検証しまとめました。その報告書をもとにワー
クショップテーマを提起。男も女も、個人の意志と能力に
もとづき、個性とスキルを発揮しながら、地域づくりや現 あり
代社会の様々な課題解決に貢献できるように意見交換 （無料）
をし、互いの活動に役立てます。

実態調査からみる「北
九州市における女性 ○
の活躍推進」

男女が共につくる消
費者市民社会

育自のための小さな
魔法

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 あり
市民社会の考え方とは、ともに議論の地平を共有できる （無料）
ものと考えられることから、「男女が共につくる消費者教
育」をテーマとしたワークショップを実施します。

○

対
話
形
式

日々の生活に精一杯で時々を「わたし」がおいてきぼり
になっていませんか？「育自のための小さな魔法」は自
分の人生を語り、聴き合う体験型講座です。人に聴いて あり
もらい、認めてもらえる心地良さ。妻、母、夫、父という役 （無料）
割ではなく、「わたし」を語って、心が元気になる体験をし
ませんか。
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21

人間らしく働きたい！
チーム＝ディーセン ―わたしたちのディー
○
ト・ワーク
セント・ワーク宣言「届
ける講座」

22

ユニバーサルデザイ
ン社会の環境文化創
特定非営利活動法
造をめざして ～草加
人みんなのまち草の
○
市公共施設バリアフ
根ネットの会
リー調査から見えたこ
と～

23

I LADY.に生きること
～恋愛、セックス、避
公益財団法人ジョイ
妊、妊娠、産む、産ま ○
セフ
ないー。

24

日本女性差別撤廃
今こそ、女性差別撤
条約NGOネットワー
廃条約選択議定書の ○
ク 共催：国際女性の
批准を！
地位協会

25

関東三県男女共学
推進ネットワーク

男女別学県立高校を
○
考える

26

NPO法人フォトボイ
ス・プロジェクト

東日本大震災～女性
のフォトボイスを通し
○
て、防災・復興につい
て語り合う

ワークショップの内容
ロール
プレイ
等

資料

DVD その
上映 他

ディーセント・ワーク「届ける講座」では、「働くこと」を個
人的なものではなく社会的な問題としてとらえ、男女共
同 参 画 の 視 点 で 労 働 法 を 学 び （ 講 師 ： 渋 谷 典 子 ） 、 あり
ディーセント・ワーク実現に向けて「２４の課題」（NPO法 （有料）
人ウィメンズアクションネットワーク・WANシンポジウムか ５００円
らの成果）を共有し処方箋を考えます。
平成２８年に草の根ネットは草加市内３０か所の公共施
設を対象に、障がい者の視点でバリアフリー調査を実施
した。駐車場、スロープ、受付玄関、多目的トイレ、点字 あり
ブロック、手すり、昇降機など。整備されているように見 （有料）
えても多くの課題が…。本当の意味でのユニバーサル ５００円
デザイン社会の実現に向け、意見交換をしましょう。
Love Yourself（自分を大切にすること）
Act Yourself（自分から行動できること）
Decide Yourself（自分らしい人生を、自分で決められる あり
こと）
（無料）
参加者が自分の身体と向き合い、自分らしい選択をする
ための後押しをするワークショップを実施します。
林陽子国連女性差別撤廃委員会委員（前委員長）を招
き、女性差別撤廃条約・選択議定書についての講演会
を行います。日本が選択議定書を批准するために、今
〇 私たちは何をしなければならないかを意見交換をしま
す。また、女性差別撤廃委員会から２０１８年３月までに
求められているフォローアップ項目の現状を報告しま
す。
全国的に県立高校の共学化が実現している中、栃木、
群馬、埼玉の３県には男女別学の県立高校が存続して
います。ワークショップでは、今春、上毛新聞の連載企
画「学びのカタチ第2章 男女別学を問う」を担当された
関口健太郎記者に問題提起頂き、県立高校の男女共
学/別学について、さまざまな視点、立場から語り合いま
す。
東日本大震災から６年、被災地や被災者の状況につい
て関心が薄れているのではないでしょうか。被災した女
性たち自身が撮った写真とメッセージ（声）を通して、防
災や復興について共に考えます。フォトボイス（Photo
Voice)という方法の応用についてもヒントになるかもしれ
ません。

あり
（有料）
５００円

あり
（無料）

あり
（無料）

女性議員が少ないと、こんなことが起こっているおかし
な議会。女性議員が多いと、こんなこともできる議会。女
性議員のクリティカルマスとしての30%を超えるための方 あり
（有料）
策をご一緒に考えましょう。
５００円

27

全国フェミニスト議員 政策決定の場にもっ
連盟
と女性を！

28

男女共同参画研修
ジェンダー・ハラスメ
「職場のジェンダー・
ント研究会
○
ハラスメント」について
小林敦子
考える

性的な嫌がらせを意味するセクシュアル・ハラスメント。
その言葉を知らない人は少ないでしょう。一方で、ジェン
ダー・ハラスメントという言葉は未だあまり知られていま あり
せん。この講座では、職場の男女共同参画を進める上 （無料）
で重大な問題であるジェンダー・ハラスメントについて理
解を深めるため、ご一緒に考えたいと思います。

ＪＡＷＷ（日本女性
監視機構）

女性とメディア・ＩＣＴ―
―エンパワーメントの ○
ための活用

第６２回国連女性の地位委員会（CSW）のレビューテー
マは「メディア、コミュニケーション技術（ICT）が女性をエ
ンパワーする」です。メディアやICTをどう活かすかは、私 あり
たちが直面する課題でもあります。パネリストの報告をも （有料）
とに「女性とメディア・ICT」について、皆さんと一緒に考 ５００円
えます。

パパの育児・看護・
介護支援センター

男性のケアワーク<介
護・看護・育児>への
○
参画を支援するため
の講座作り

当センターは、医療福祉系大学における男性教員の社
会連携活動の一環として、「男性が、自分と同性のケア
ワークの専門家から、介護・看護・育児について学ぶ機
会を保障する」という活動方針の下、男性のケアワーク あり
への参画のための支援に取り組んできました。これから （無料）
の男性支援のあり方について、考えを深めてみません
か？

29

30

○

平成２９年度「男女共同参画フォーラム」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.

31

団体名

ワークショップ
タイトル

ワークショップの形態
報
実技
告・
体験
討議

ワークショップの内容
ロール
プレイ
等

資料

DVD その
上映 他

私たちは「男女共同参画センター等との関わりについて
の調査」の結果から、男女共同参画センターの成果は
「気づき、つながり、行動する人を育てたこと」と考えま
す。SNSで気軽に情報発信し、人とつながることができる なし
今、拠点施設の役割を話し合います。

次世代につなぐ男女
特定非営利活動法
共同参画センター －
人リソース・エンパワ
これまでの成果を生 ○
メント・ネットワーク
かし、これからの役割
REN
を考える－

32

ダイバーシティの本質
“ダイバーシティ”の ～経済活性化とワー
○
本質と魅力を学ぶ会 クライフバランスを実
現する鍵～

ダイバーシティは今や経営戦略の根幹でありワークライ
フバランスのキーとなっています。国際比較データをふ
まえてダイバーシティの本質をおさえ、女性活躍推進の
重要性や障害、実際の推進事例等を学び合いましょう。 あり
過去３回の実施内容は職場の勉強会、地方自治体や大 （無料）
学での情報提供、企業対応等にご活用頂いています。

33

東京から発信するメッ
セージ ～あなたの自
治体は大丈夫？ 男 ○
女平等参画担当部署
をめぐって～

「女性が輝く社会」というかけ声のもと、実際には行政の
男女平等参画担当部署の縮小、配置換え、さらには、驚
くばかりの名称に変更した自治体が増えています。東京 あり
の男女平等参画担当部署の位置づけ等について報告 （有料）
し、情報交換をすることによって、現状を再確認し、私た ５００円
ちのとるべき方向性を考えましょう。

34

東京男女平等条例
ネットワーク

岡谷市男女共同参
画推進市民の会

小・中学生（子ども）を
通しての男女共同参 ○
画意識の啓発

35

北京JAC(世界女性 検証と再考：地域にお
会議ロビイングネット ける男女共同参画の ○
ワーク）
推進

36

女士和活防災（じょし
わかつぼうさい）
防災女性リーダーの
＆防災・被災者支援 ためのEVAG体験研
ひろしま女性リー
修会
ダーネットワーク

37

38

子どもの頃からの男女共同参画意識と住民の意識啓発
を目的に、小学生向き「マンガ冊子」作成、小・中学生の
「男女共同参画ポスター」の募集、「市民のつどい」での
あり
意見発表等を実施。昨年、学校の協力を得て、「男女共
（無料）
同参画かるた」を作成し学校や地域で活用している。活
動紹介と意見交換で今後の活動に生かしていきます。

○

男女共同参画基本法制定から18年になりますが、地域
における男女共同参画はどこまで進んだのでしょうか。
何が実現でき、何が実現できてきいないのか。地域での あり
担い手である当会のメンバーたちによる問題提起をもと （有料）
に、男女共同参画の進捗状況を分析し、今後の展望を ３００円
共有します。コメンテーターは小山内世喜子さん。

○

男女の枠に自分からとらわれず、今日も良い一日した
い！家庭・地域・自治会等で男女いずれかに偏っていた
立場に少数派として飛び込み、或いは男女共同参画推
あり
○ 進に向けて、思い悩みながら歩んだメンバーが自分たち
のことばで語ります。皆さんとの意見交換を通して、新た （無料）
な気づきが生まれる場を創りたいと思います。

地域で１人ひとりが育
滋賀もりやまヌエック む男女共同参画 ～
の会
歩いた跡が道になる
～

一般社団法人国際
女性教育振興会

海外研修スペイン並
びに帰国後の研修を
通して得られたリー
ダーシップ精神

39

お茶の水女子大学
理系女性教育開発
共同機構

40

NOと言える私であり
インパクト東京（NPO たい～女性のための
法人ライフライツ）
護身法ワークショップ
～

自治会や自主防災会で女性もリーダーとして活動できる
よう、被災時対応能力を高めることを目的に「EVAG」 あり
（Evacuation Activity Game）を使った、避難行動疑似体 （有料）
験ワークを実施します。
５００円

私共はこの45年間海外研修をやって参りました。2016年
度は、初めて、事後研修の後、地域で発表するために
作成したスペイン研修旅行のパワーポイントを専門家の あり
先生に見ていただきました。それはリーダーシップを考 （有料）
えさせるのに非常に役立ちました。真のリーダーシップ ３００円
の一歩を皆さんと考えていきましょう。

○

社会で理系女性の増加が望まれているにも拘わらず、
理系に興味のある女子中高生が必ずしも理系に進んで
るわけではありません。ロールモデルの提示やサイエン
スセミナーの実施など、私たちの取り組みを紹介し多く あり
の女子が理系に進むよう参観の皆様と考えたいと思い （無料）
ます。広く関心をお持ちの方のご参加をお待ちしていま
す。

多くの女子中高生の
理系への進路選択を ○
めざして

○ ○

女性が自分を護るためには、女性が受ける暴力と社会
の価値観（ジェンダー問題）との関わりをひも解き、さら
に具体的な対処法を学ぶことが効果的です。護身は技
あり
〇 ではありません。自分自身を「護るべき価値ある存在」と
（無料）
して認識することが危険回避につながります。心と体の
両面から女性をエンパワーするワークショップです。

平成２９年度「男女共同参画フォーラム」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.

団体名

ワークショップ
タイトル

ワークショップの形態
報
実技
告・
体験
討議

41

Ｗｅ ｄｏ!! 一人ひとり
薩摩川内市ダイバー
が幸せを実感できる ○ ○
シティ研究会
コミュニティづくり

42

女性議員を増やすた
めに～「推進法」の活
クオータ制を推進す
かし方 ※推進法＝政 ○
る会
治分野における男女
共同参画推進法

43

「どっこい生きてい
る！われらが推進委
員会」山梨県内男女
やまなし女と男ネット 共同参画推進活動状
○
ワーク
況調査から見えたア
イデア満載な推進活
動のリアルを「交歓」
しよう。

ワークショップの内容
ロール
プレイ
等

資料

DVD その
上映 他

地域の多様化に対応する新たなコミュニティの方向性を
見出すためのワークショップ。多様な一人ひとりを尊重
する「対話」の中から、生活上の困難や課題を抱えてい あり
る人への共感と潜在する地域生活課題の気づきを共有 （無料）
します。お互いの意見を尊重しあう場、ダイアログ（対
話）カフェ（喫茶）を体験してみませんか。
私たちクオータ制を推進する会は、超党派の議員連盟
による「政治分野における男女共同参画推進法」の成立
に向けた、諸活動を展開しています。「推進法」の意義 あり
や理念を理解し、国や地方議会で女性議員をいかに増 （有料）
やしていくか、その手立てをみんなで考えましょう。
５００円
「自治体の推進活動は、いまどうなっているの？」行政
の担当部署名から「男女共同参画」の文字が消えつつ
あるいま、推進活動の現状を調べようと行った「山梨県
内男女共同参画推進活動状況調査」。すると見えたの あり
は、ブレイクスルーなアイデア満載の活動だった…。どっ （有料）
こい生きている推進委員会のリアルを共有しましょう。 ５００円

44

CSWインターンと考え
特定非営利活動法
る「女性の働き方の
○
人 日本BPW連合会
多様性」

「女性の働き方の多様性」をテーマに、20代のＣＳＷイン
ターン達と共に考えませんか。制度の整備だけでなく、
様々な考え方の女性たちの価値観が尊重され活躍でき あり
る社会にするためには、何が必要か。ＣＳＷインターン （無料）
の報告、パネリストの事例報告、グループディスカッショ
ンを通して、参加者それぞれが解決策を考えます。

45

Voices Against
公益社団法人ガー Violence みんなでつく
ルスカウト日本連盟 る差別と暴力のない
世界 プログラム体験

小学生から若者までを対象とし各年代にあわせて開発
された、「差別と暴力のない世界をつくる」ためのプログ
ラムを体験していただきます。「ジェンダー」に対して敏
感な「あなた」もきっと何かに気づくきっかけとなります。 なし
ガールスカウトが提供する、頭と体を使うワークショップ
にぜひお出かけ下さい。

46

夢をかたちに自己実
現したビアトリクス・ポ
ヌエック ポターノット ターの女性の自立、
の会
社会活動キャリア、社
会貢献などの生き方
を学ぶ

47

地域で活躍できる女
性を増やそう！～
はままつガーベラ姫
ワールドカフェで女性 ○
プロジェクト
の活躍について考え
るワークショップ～

浜松市では、３年前より地域で活躍する女性人材育成
事業「はままつ女性カレッジ」を開講し、卒業生有志が
「はままつガーベラ姫プロジョクト」を立ち上げ、活動が あり
認められ知事褒賞を受賞しました。浜松で女性の活躍 （無料）
が進んだのはなぜか？ 女性が地域で活躍するには何
が必要か、ワールドカフェ形式で話し合いましょう。

NWECボランティア活
動40年記念
NWECボランティアの 女性関連施設ボラン
48
○
会
ティア活動の明日へ
（過去→現在→未来）

社会教育施 設ボ ランティ アの 草分 けと して言わ れた
NWECボランティア。４０年たった今、立ち止まって考えて
みなくては---。宇都宮大学地域連携教育研究センター
准教授佐々木英和先生の講義を拝聴してからNWECボ あり
ランティアの事例報告、その後全体討議です。活発なご （無料）
意見をいただいて、明日を探します。

○

世界中の人々から愛され続ける『ピーターラビット』の作
者ビアトリクス・ポターの生誕から１５０年。２４作の絵本
を世に送り出したポターは、ロンドンから自然豊かな湖
水地方に居を移し、晩年は牧羊と自然活動に力を注ぎ あり
〇 〇 ました。強い意志を溢れる才能で女性の活躍できる時代
（無料）
を切り拓いたポターから人生の歩み方を学びます。

