八尾市男女共同参画センター

Ｎo.108

平成 29 年

6 月号

毎年 6 月 23 日から 29 日までの 1 週間は「男女共同参画週間」です。
女性も男性も、意欲に応じて、あらゆる分野で活躍でき、仕事、家庭、地域社会など、多様な活動を
自らの希望に沿った形で展開でき、男女がともに夢や希望を実現できる社会をめざして、国をはじめ、
各種自治体で、様々な取組が行われています。
内閣府により、
『正規雇用、非正規雇用といった雇用形態、自営業等の就業形態にかかわらず、既に働
いている方のみならず、これから働こうとしている女性も、そして男性も、自らの意思により、各々の
夢と希望を実現するため、一層その個性と能力を十分に発揮して働ける職場を作る』ためのキャッチフ
レーズが募集され、平成 29 年度のキャッチフレーズが決定されました。

「男で○（まる）
、女で○（まる）
、共同作業で◎（にじゅうまる）。」
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)の完全施行から 1 年が経過し、
この 1 年で、大企業や国・地方公共団体における事業主行動計画の策定率がほぼ 100％になるなど、女性
の活躍推進に向けた取組は大きく前進しました。このキャッフレーズのように、男女がともに子育てや
家事、介護、仕事、地域活動などを分担することは、働きやすく暮らしやすい社会につながっていきます。
男女共同参画週間をきっかけに男女のパートナーシップについて考え、男性も、女性も、それぞれの
夢や希望にむかって、一歩を踏み出してみませんか。

■平成 28 年度ポスター

■平成 27 年度ポスター

■平成 26 年度ポスター

※各講座に一時保育あり。
（各講座開催日の１０日前まで。[休所日の場合は、
直前の開所日まで。]）

定員：各 5 人（申込順）

【講座実施場所】八尾市男女共同参画センター「すみれ」
【申込み・問合せ】TEL ０７２-９２３-４９４０

（生後 3 か月～小学 4 年生まで）

保育料：1 人目 500 円、2 人目 250 円、
3 人目～無料

八尾の輝く女性活躍推進プロジェクト 2017 STEP１

好きなこと、得意なことをカタチ（仕事・活動）にしよう！
～地域における女性リーダー養成講座～ （全４回）
①6 月 21 日 ②6 月 28 日 ③7 月 5 日 ④7 月 12 日

いずれも水曜日

10：00～11：30

11 月に開催予定のワークショップフェスタに参加をめざして、企画力をはじめ、
やりたいことの実現にむけて、必要な知識やスキルを実践的に学びます。
【内容】
①６月２１日
②６月２８日
③７月 ５日
④７月１２日

イントロダクション
リーダーシップと自分の思いをカタチにするために必要な力
思いをカタチにする企画力（１）事業企画として考えてみよう！
思いをカタチにする企画力（２）企画書を作ってみよう！
きよ み

●講 師：リー・ヤマネ・清実さん （中小企業診断士）
●対 象：八尾市在住・在勤・在学の女性
●定 員 : 25 人 （申込順）

2017 事業プログラム

STEP３
ワークショップフェスタ

STEP２

「思いをカタチにして、
実践してみよう！」

ワークショップフェスタ
STEP1

実行委員会

地域における女性リーダー
養成講座（全４回）

日程：9月6日・10月18日

親子で楽しむ すみれのおはなし会

日程：１１月に開催予定

7 月 1 日（土） 11：00～12：00

親子で絵本のよみきかせや手遊びを楽しみます。

●講 師：絵本のじかん の皆さん
＊「絵本のよみきかせ実践講座」受講生による自主グループ
●対 象：八尾市在住・在勤・在学の方とその子ども
●定 員：15 人 （申込順）

女性の活躍推進情報コーナー
アジア・太平洋地域 輝く女性たちの多様な生き方・働き方
～起業や海外就職を実現させた先輩からのメッセージ～
内閣府では、平成 28 年度から「アジア太平洋輝く女性の交流事業」が始まりました。
この事業は、アジア・太平洋諸国を中心とする各国と我が国の交流における架け橋女性(※)の活躍に焦点
をあて、活躍の実態やアジア・太平洋諸国と日本での経験から感じた魅力、今後の課題等について幅広く聴
取・分析等の調査を行い、報告書にまとめるとともに、世の中に広く発信することを目的としています。
国際シンポジウム「アジア・太平洋 海を越えて活躍する先輩女性たちの魅力～起業家と企業人の世界か
ら～」においては、本調査をベースとし、女性活躍のロールモデルを示すとともに、我が国の起業、企業勤
務等における課題をどのように克服し、女性の更なる活躍につなげることができるかを議論しています。
このように、この報告書の中には、自分のもつ潜在能力を最大限活かし、社会に貢献している女性たちの
生き方・働き方がたくさん紹介されています。今から夢に向かって進みだしたい方や活躍されている女性か
らパワーをもらいたい方におススメです。みなさま、ぜひ、ご覧ください。
(※)架け橋女性とは、アジア・太平洋諸国と日本の両国を知り、お互いの国に貢献している存在。

内閣府男女共同参画局ホームページ
パソコンから

『平成 28 年度 アジア・太平洋 輝く女性の交流事業 報告書』

お知らせ
6 月 23 日（金）

検索

女性のための特設法律相談 （要事前予約）

①13：00～13：30

②13：45～14：15

③14：30～15：00

④15：15～15：45

離婚、親権、ＤＶ、相続、遺言など、法律的な知識が必要な悩みを抱える女性のための法律相談です。
女性弁護士が、法律に照らして、女性の視点に基づいたアドバイスを行います。
秘密厳守、無料の相談ですので、安心してご相談ください。 【予約受付開始：６月１日（木）】

●対 象：八尾市在住・在勤・在学の女性
【申込み・問合せ】TEL

お知らせ

●定 員：①～④各 1 人 （1 人 30 分、申込順）

０７２－９２３－４９４０

毎年 6 月 23 日から 29 日は、
「男女共同参画週間」です。

講演会：
「あなた、わたしがいなくなっても大丈夫？

知ってトクする、おひとりさまの老後」
と き：平成 29 年６月 29 日（木）午後２時～３時 30 分（開場 １時 30 分～）
講 師：中澤 まゆみさん［ノンフィクション・ライター］
ところ：八尾市文化会館 ５階 レセプションホール
定

員：150 人（当日先着）※申込不要、入場無料です。当日直接会場までお越しください。
定員となり次第締め切りとさせていただきます。

その他：一時保育（定員 5 人〔申込順〕
。申込みは、６月１日～19 日。1 歳～就学前児童対象、１人目 500 円・
2 人目 250 円・3 人目～無料。
）手話通訳、要約筆記あり。

【申込み・問合せ】人権政策課

TEL９２４－３８９４

FAX９２４－０１７５

《図書コーナー》
開所時間中は、読書や学習に
ご利用いただけます。
貸出もおこなっています。
＊申込書に記入すると、一度に３冊の本を、
２週間借りることができます。

今月の 1 冊
「海の見える理髪店」荻原

浩／著

集英社

第 155 回直木賞受賞作！打ち明けたい想いをお互いに胸に留めたまま店主と客との
関係で終わる 2 人の姿にこみ上げるものを感じた「海の見える理髪店」、家出をして海
をめざす少女の「空は今日もスカイ」などを含む６編の短編集。
父と息子、母と娘、妻と夫など人と人との間に繰り広げられる日常の営み、そこに
ある人生の機微、そして人生の切なさが心にしみる作品です。
ブックフェア―を開催します！（開催期間：６月２１日～７月１２日）
期間中に図書を借りられた先着５０名の方に、プレゼントがあります！
あなた自身の気持ちを素直に表現して、いま悩んでいることと向き合ってみませんか？
人づきあいや生き方、性格や仕事に関すること、夫や子どものことなど、女性の抱える
悩みを女性相談員が傾聴し、問題解決に必要な情報提供や心を整理するお手伝いをしま
す。ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

【予約・問合せ】

ＴＥＬ ０７２－９２３－４９４０
午前９時～午後５時 （日･月曜日、祝日、年末年始を除く)

八尾市男女共同参画センター「すみれ」

アクセス

〒581-0833 八尾市旭ヶ丘 5-85-16
八尾市生涯学習センター「かがやき」学習プラザ４階
TEL/FAX ０７２－９２３－４９４０
（開所時間）午前９時～午後５時
休所日は、日・月曜日、祝日、年末年始。ただし、月曜日が
祝日の場合は、その翌日以降の直近の平日も休所。
（アクセス） 【徒歩】約１５分 近鉄八尾駅より北へ進み（アリオ八尾方面）、
光町交差点右折、3 つめの信号右折
【バス利用】 近鉄八尾駅より、高砂住宅行き「緑ヶ丘」下車すぐ
【駐 車 場】 40 台 （30 分を超え 2 時間まで 300 円。 以降 30 分毎に 100 円）
生涯学習センター「かがやき」の駐車場です。

編集・発行：八尾市男女共同参画センター「すみれ」

