
ワークショップタイトル 運営団体･グループ名 No

110
女性議員を増やすために
～「推進法」の活かし方 ※推進法＝政
治分野における男女共同参画推進法～

クオータ制を推進する会 42

101
今こそ、女性差別撤廃条約選択議定
書の批准を！

日本女性差別撤廃条約NGOネット
ワーク
共催：国際女性の地位協会

24

109
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

とちぎつばさの会 14

マルチメ
ディア室

女性シンガーソングライターを紹介す
る音楽講座

 MUSIC　TRAVEL
（ミュージックトラベル） 3

201
NWECボランティア活動40年記念
女性関連施設ボランティア活動の明日
へ　（過去→現在→未来）

NWECボランティアの会 48

206
小・中学生（子ども）を通しての男女
共同参画意識の啓発

岡谷市男女共同参画推進
市民の会 34

207
ジェンダーに敏感な視点で日常をみ
る

甲府市男女共同参画推進
委員会 17

208
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

一般社団法人
国際女性教育振興会 38

大会議室 男女が共につくる消費者市民社会
文部科学省生涯学習政策局
男女共同参画学習課 19

301
検証と再考：地域における男女共同
参画の推進

北京JAC(世界女性会議ロビイ
ングネットワーク） 35

302
地域で１人ひとりが育む男女共同参
画　～歩いた跡が道になる～

滋賀もりやまヌエックの会 37

303
地域で活躍できる女性を増やそう！
～ワールドカフェで女性の活躍について
考えるワークショップ～

はままつガーベラ姫プロジェクト 47

304
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

パパの育児・看護・介護支援
センター 30

305
夢をかたちに自己実現したビアトリクス・ポ
ターの女性の自立、社会活動キャリア、社会
貢献などの生き方を学ぶ

ヌエック　ポターノットの会 46

306
多くの女子中高生の理系への進路
選択をめざして

お茶の水女子大学理系女性教
育開発共同機構 39

平成２９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25日（金）　15:30～17:30

研
修
棟

1
階

２
階

３
階

◆すべてのワークショップは原則無料で参加・見学できます。一部のワークショップにおいて希望者に対し
有料で資料を配布しています。
◆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

110
防災女性リーダーのためのEVAG体
験研修会

女士和活防災（じょしわかつぼうさ
い）＆防災・被災者支援ひろしま女
性リーダーネットワーク

36

101
女性とメディア・ＩＣＴ
―エンパワーメントのための活用―

ＪＡＷＷ（日本女性監視機構） 29

109
‘知らなかった’は命とり！ 女性社員
育成 ５つの落とし穴

WOMEN LEADERS 1

マルチメ
ディア室

若年層のポルノ被害のいま
～予防教育と支援～

NPO法人SEAN 15

201
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～

NPO法人フォトボイス・プロジェ
クト 26

206
家族カフェ「子どもを持って働くってど
う？」

あれあれあ 8

207 男女別学県立高校を考える
関東三県男女共学推進ネット
ワーク 25

208
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～

岐阜大学・山形大学・新潟大学 16

大会議室 大学生によるデートDVワークショップ
明治大学情報コミュニケーショ
ン学部堀口ゼミ 10

301
実態調査からみる「北九州市におけ
る女性の活躍推進」

北九州婦人教育研究会 18

302 与謝野晶子の国際的な貢献 与謝野晶子を語る会 12

303
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 5

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　～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！～

講座企画塾　吉田清彦 9

実
技

研
修
棟

〜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

花咲く笑顔の会 2

 平成２９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26日（土）　10:00～12:00

研
修
棟

1
階

２
階

３
階

響書院

◆すべてのワークショップは原則無料で参加・見学できます。一部のワークショップにおいて希望者に対し
有料で資料を配布しています。
◆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

110
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～

東京男女平等条例ネットワーク 33

101
Voices Against Violence みんなでつくる
差別と暴力のない世界　プログラム体験

公益社団法人
ガールスカウト日本連盟 45

109
ユニバーサルデザイン社会の環境文化
創造をめざして　～草加市公共施設バリ
アフリー調査から見えたこと～

特定非営利活動法人
みんなのまち草の根ネットの会 22

201
Ｗｅ　ｄｏ!!　一人ひとりが幸せを実感
できるコミュニティづくり

薩摩川内市ダイバーシティ研究
会 41

206
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実現する鍵～

“ダイバーシティ”の本質と魅力
を学ぶ会 32

207
男女共同参画研修「職場のジェン
ダー・ハラスメント」について考える

ジェンダー・ハラスメント研究会
小林敦子 28

208 ネパールに100人のおなご先生養成
特定非営利活動法人
日本ネパール女性教育協会 13

大会議室
ユースが見てきた世界とユースから
見える社会

会館提供ワークショップ

301
男女のキャリア形成と活躍推進のため
に・・・・～学生は夢を語り、卒業生はより
良い生き方をめざす！！～

はばたき・たちばな
（京都橘大・はばたき支援） 6

302
次世代につなぐ男女共同参画センター
－これまでの成果を生かし、これからの
役割を考える－

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

31

306

「どっこい生きている！われらが推進委員
会」山梨県内男女共同参画推進活動状況調
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。

やまなし女と男ネットワーク 43

実
技

研
修
棟

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」～

つるがしま落語会 4響書院

研
修
棟

1
階

２
階

３
階

    平成２９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26日（土）　15:30～17:30

◆すべてのワークショップは原則無料で参加・見学できます。一部のワークショップにおいて希望者に対し
有料で資料を配布しています。
◆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

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

101
CSWインターンと考える
「女性の働き方の多様性」

特定非営利活動法人
日本BPW連合会 44

109
メンズカウンセリングによる女性支援
の実践と有効性

メンズカウンセリング協会 7

201
NOと言える私でありたい
～女性のための護身法ワーク
ショップ～

インパクト東京（NPO法人ライフ
ライツ） 40

206 育自のための小さな魔法 NPO法人育自の魔法 20

207 地域で男性が幸せに暮らす方法 ヘルシーカフェのら 11

208
I LADY.に生きること ～恋愛、セック
ス、避妊、妊娠、産む、産まない～ 公益財団法人ジョイセフ 23

301
人間らしく働きたい！―わたしたちの
ディーセント・ワーク宣言「届ける講
座」―

チーム＝ディーセント・ワーク 21

306 政策決定の場にもっと女性を！ 全国フェミニスト議員連盟 27

３
階

◆すべてのワークショップは原則無料で参加・見学できます。一部のワークショップにおいて希望者に対し
有料で資料を配布しています。
◆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２９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27日（日）　10:00～12:00

研
修
棟

1
階

２
階


