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やまなし女性のチャレンジシンポジウム（2月13日）

平成19年度やまなし女性未来塾成果発表会
広岡守穂塾長（2月19日）



　国立オリンピック記念センターで開催された、二
日間にわたる会議には、全国から積極的で、個性的で、
本当に一生懸命な71名が集いました。
全体会の中で、（財）横浜市男女共同参画推進協会統
括本部長　桜井陽子氏による「男女共同参画の今後
の地域レベルの推進の方策について」の講演があり
ました。
　5班にわかれた班別討議では、多くのメンバーか
ら推進の難しさを訴える意見が出されました。大切
なのは、それぞれの地域での慣習や実状を的確に把
握し、あせらずに10年先、20年先を見据えてコツ
コツと粘り強く推進活動を継続していくことだと感
じました。二日間の会議への出席は、私にこれから
の推進活動への勇気と知恵を与えてくれました。有
意義な時間を全国の仲間と共有できたことに心から
感謝しております。

　11月19日・20日と代々木の国立オリンピック記
念青少年総合センターにて男女共同参画ヤングリー
ダー会議が開催されました。
　神田玲子さんより「ワーク・ライフ・バランス」
の説明、桜井陽子さんより「男女共同参画の今後の
地域レベルの推進方策について」講演会が行われ、
班別討議に入りました。
　私は、「地域における男女共同参画の推進」で5
班に入り、男性3名女性9名事務局1名の13名で、
自己紹介、自分達の地域での問題、課題、アイディア、
活動内容等多岐にわたり、いろんな意見が出されま
した。①都市と地方の関係、②行政と民間の関係、
③各年代への働きかけ、④男性へのアプローチ方法、
⑤今後の担い手の育成、⑥イベントが単発で終わる、
⑦女性の社会進出の理解がない、以上7点について
班別討議の課題として全体会議で発表しました。
　2日間限られた中でとっても有意義な時間を過ご
すことができました。これからは、ここで学んだこ
とを自分の地域に生かしていきたいと思います。

須田由美子さん（北杜市） 渡辺君則さん（富士吉田市）

　昨年11月に開催され、全国各地からの参加者が男女共同参画の推進のための講義や班別討議が行
われました。

（株）梶原乳販、（株）オフィス・パパドゥ、（株）山梨中央銀行、（株）ネオシステム、（株）降矢技研、
（株）ＹＳＫe-com、（株）石友、新田産業（株）、NECコンピュータテクノ（株）、甲府信用金庫、
山梨信用金庫、新日本通産（株）、（株）アド井上、甲府通運（株）、（株）下部ホテル、社会福祉法人山
梨社会福祉事業団、（有）シラネパック、都留信用組合、（株）システムインナカゴミ、ミヤ通信工業（
株）、NPO法人山梨県ボランティア協会、（株）オオキ、タカヤマ（株）、（株）マルモ、（株）エラン
、勝沼醸造（株）　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※平成20年3月末日現在（登録順による）

職場における男女共同参画の推進に、積極的に取り組まれる企業等の応募を
お待ちしています！
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　3月9日（日）、ぴゅあ総合にて県下の男女共同参画に関わる紙芝居や劇の発表を行いました。パフォーマンスを
素材にしたワークショップも行い、男女ともにいきいき暮らせるまちづくりについて意見交換を行いました。

◆出演団体　甲斐ヒューマンプラン推進委員会、グループＷｉｎｇやまなし、西桂町男女共同参画推進委員会、グル
ープ本気、グループみらい、三珠えがりての会、劇団さくらっ子、笛吹市男女共同参画推進委員会、
南アルプスハーモニープラン推進会議職場部会、グループ夢のかけはし

　子育てなどで、いったん離職した女性の再就職にむけて、何が必要な
のか、自分の適正やワーク・ライフ・バランスについて学習しました。
体験者と語るシンポジウムも行いました。

第1回　7／21（土） キャリアカウンセラーによる自己啓発
第2回　8／25（土） 弁護士からの再就職アドバイス
第3回　9／4（火） ファイナンシャルプランナーのお金の講座
第4回　10／6（土） 語り合おう！私達の再就職

キャリアカウンセラー
小島貴子さん

（立教大学准教授）　

弁護士
辻　千晶さん

（山梨学院大学教授）　

ファイナンシャルプランナー
高田とも子さん

（日本ＦＰ協会山梨支部幹事）　

　先輩の話に耳
を傾け、熱心に
語り合う参加者
たち！

6／24（火）
キャリアカウンセラー　
川上ひめ子先生のやる気に
なる話
・国際基督教大学で就職相談室長
　として活躍
・働くことの楽しさと、自分にあっ
　た仕事の見つけ方を学びます

７／１（火）～４（金）　（４日間）　
仕事に役立つパソコン講座
～基礎から応用まで学ぶ～
・文書作成
・請求書見積書作成
・表計算
・データ整理
・情報検索

7／8（火）午前　　　　
メディアを使って就活に
　　　　　　　　チャレンジ！
　
7／8（火）午後　　　　
再就職や起業を果たした先輩
に学ぶ
～おいしくためになるティータイム～

皆さま、ぜひ受講してください！お待ちしております！

3



10/11･12
●あんしん子育て講座
「よちよちクラス」、「きっずクラス」
講師：NPO法人ちびっこはうすインストラクター

●水曜日はぴゅあへ留学
　～県内に住む外国人からまなぶ各国の共同参画と
　　やさしい会話とおいしい料理～
12/ 5、12/12、1/9
講師：金戊京さん（山梨英和大学講師）、林吟貞さん（山梨大学非常勤講師）
　　　ヴァンニット・グプタさん（株式会社 インド貴石）
　　　グエン・ティ・クイン・ニーさん（山梨大学大学院学生）
　　　ジャネット・ベガ・エグチさん、ルイス・ベルディス
　　　　　　　　　　　　　（国際交流センターイベント協力者）
　　　ハンス・ウェアドマンさん（山梨大学非常勤講師）

1/16「各国の料理をつくり、覚えた言葉で茶話会パーティー」

●ぴゅあ総合基礎講座「いきいきまちづくりセミナー」
4/21  第1回「条例をまちづくりにいかすために」　　　
4/21  講師：桜井高志さん
4/21  （桜井法貴（Ｓ＆Ｈ）グローバル教育研究所代表）
5/31  第2回「いきいきしたまちをつくるために」　　　
4/21  講師：栗田真司さん（山梨大学教育人間科学部准教授）

【平成20年度の予定】●男女共同参画基礎講座
4/25　ワークショップで考える
4/25　『「男女共同参画って、どういうこと？」』（午前）
4/25　『まちづくりのコツ教えます！』（午後）
講師：池田政子さん（山梨県立大学教授）〔午前〕
講師：藤原真史さん（山梨大学講師）〔午後〕
座長：八代静枝（県立男女共同参画推進センター館長）

10/13 ○第１回「昭和初期 山梨製糸工女
 ―20年前の聞書きノートから」
 講師：山本多佳子さん（地方史研究家）
10/28 ○第2回「家庭科男女共修への道を拓く」
 講師：半田たつ子さん
 （響きの会主宰･男女平等をすすめる教育ネットワーク等に所属）
11/18 ○第3回「出産と助産師を考える  ―原点にもどって」
 講師：大林道子さん（女性問題研究家･東京女子大学非常勤講師）
12/16 ○第４回「不思議の国のアリスと山梨」
 講師：千森幹子さん（山梨県立大学）

2/19 ～ 22　
●高めよう！仕事力」
　～表計算ソフト（エクセル）の
　　　　　　基礎から応用までを学ぼう～
講師：ピコピコピーコ㈱（インストラクター）

●「やまなしの女性史を学ぶ」公開研究会 ～キャンパスネットやまなし連携講座～

　内容が濃く、講師の先生方がとても丁寧
にご指導下さり、感謝しております。また、
託児も充実しており、安心して子どもを預け、
講座を受講できました。今回教えていただ
いたことを継続して学習し、ぜひ仕事に活
かしていきます。ありがとうございました。

【平成20年度の予定】
○あんしん子育て講座（べいびー）
・5月20日（火）、6月17日（火）
○あんしん子育て講座（きっず）
・5月22日（木）、6月19日（木）
○ばあばとあそぼう！ちびっ子祭り ・7月17日（木）
○じいじとあそぼう！ちびっ子祭り ・10月9日（木）
○パパの子育て講座・ママのほっとサロン ・10月26日（日）

待ってます

山梨県にも大勢の外国籍の方が暮らしています。互いの言葉や文化（食べ物、
家族のあり方）について、理解を深めるとても良い機会になりました。

カムサハムニダ！
ニイハオ！

ナマステ！
シンチャオ！

ブエノスタルデス！
グーテンターク！

　久しぶりに美しい日本語を
聞いて、心が洗われるような
気持ちになりました。お話が
魅力的で、また内容も刺激的
で面白かったです。「家庭科
男女共修」への取り組みのご
苦労を伺い、今後の男女共同
参画への推進活動に活かし
ていきたいと思います。
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12／1　～ワークショップ ～
「これでいいのか！僕らの時代
　　　　　　　～子育てについて考えよう～」
企画：山梨学院大学山内幸雄ゼミナールのみなさん
アドバイザー：山梨学院大学法学部教授山内幸雄さん

1／26　父と子の料理教室
「鶏肉の炊き込みご飯･お味噌汁･サラダに挑戦！」
企画：NPO法人 テクてく･take
講師：企業組合ワーカーズコレクティブ パクぱく

記念講演会
『男女共同参画で四角い社会をまん丸に』

パフォーマンスメッセ2007
◇参加団体◇

ワークショップ
「食育」は暮らし方の基本・見直していこう！

～忘れられている「食育」～

親子で enjoy !!

きらきらシャボン玉をつくろう 大型すごろくで遊ぼう

大勢の親子連れで
“ふれあいひろば”は大賑わい！

市民企画講座 出 前 講 座

11/27（笛吹市）
「子どもの育ちと親のかかわり」
講師：栗田真司さん
（山梨大学教育人間科学部准教授）

11/10（北杜市）
「山下さん家の物語
～男女共同参画推進編～」
講師：宝井琴桜さん（講談師）

1/25（甲府市）
「親と子の思いをつなぐ」
講師：川辺修作さん
（認定カウンセラー）

3/8（昭和町）
「共に生き活き みんなでつくろう
　男女共同参画社会」
講師：住田裕子さん（弁護士）

◇ 地域に出向いて行った講座は、56回を数えました。
素敵な先生方との出会いも楽しみのひとつとなっています！ ◇

　職場の男女共同参画は、難し
いと思っておりました。でも、ソ
フトにわかりやすく取り上げて
いただき、たいへん良かったです。
演技もさすがにグッドでした！

　ガールスカウトの活動、地域で
の募金活動等、とてもよくわかり
ました。ネパールへの自立支援が
達成でき、おめでとうございます。
これからも頑張って下さいね。

　今回は、皆さんが和気あいあいとした雰囲気の中、人間にとって大切な「食
育」をテーマにワークショップが行われ、私自身や子どもの健康について考え
させられました。参加者の皆さんの熱意と真剣さが伝わり、勉強になりました。

　とっても楽しく、きれい
なシャボン玉づくりがで
きました！（小学生女子）

　落語を交えながらの笑いの中で、多角
的に「男女共同参画」について語ってい
ただき、とても良かったです。何事もまん
丸が一番ですね

9/29・30
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「サザエさん」一家の将来像
　　～毎日の生活から考える男女共同参画～
9／11　講師：栗田真司さん（山梨大学准教授）

シリーズ　明日のまちづくり実践編
　　～毎日の生活から考える男女共同参画～
●7／7　第1回「知識から実行へ」
●9／8　第2回「まちづくりワークショップ」
9／8　講師：栗田真司さん（山梨大学准教授）

パソコン検定3級にチャレンジ
9／19～1／23　12回シリーズ
講師：遠藤文雄さん（パソコンサークル講師）　

ＤＩＹ入門シリーズ
●6／23 「プランターを作ってガーデニング」
●7／24 「自分でできる簡単ハウスケア」
講師：日本ＤＩＹ協会　　

（6回シリーズ）
10／31 市川三郷町
11／  2 南部町
11／14 早川町
11／16 増穂町
11／28 身延町
11／30 鰍沢町

サザエさんの前からあった疑問が今日の講座を聞いて正しいんだなと
思いました。ドイツの「ドイツには男も女もない。あるのは人だけだ。」
という言葉がとてもよい　　そして講師の話がうまい　　聞いていて
も楽しいし、ためになる。
子どもを増やすには男が料理しろ　        　　　　（10代女性）

全国の事例を挙げての講義でとてもよかったです。町づくりの方向性
を決めていくには各種団体の長とかではなく子どもの意見を取り入れ
ていくことが重要だと感じました。　　　　　　　（50代女性）

パソコンのエクセルやワードは使っていましたが、根本
的なしくみを理解していなかったのでそのことがだんだ
ん理解できてうれしいです。仕事においても役に立ちま
した。　　　　　　　　　（40代女性）

ＤＩＹの特に木工の分野は女性にとってなじみが薄く、
道具の使い方一つをとってもとても勉強になります。電
動ドリルやバーナーの取り扱いなどよい体験になり、こ
れからの生活において男性に頼らずに　　　　　　　と
いう気持ちになるよいきっかけになりました。
　　　　　　　　　　　　　　　　（40代女性）

父と子のわくわくクッキング
　　皮から作る本格餃子と簡単中国語会話
7／8　講師：依田美樹さん
7／8　（山梨県中国語・国際交流会理事長）

Ｈ20年度は「これであなたもエクセルのプロ（仮）」と題
してエクセル12回シリーズの講座を計画しています。

リトミックランドへＧＯ
講師：木内貴子さん・長洞まゆさん（リトミッククラブ「ぽっけ」）

！

！！

！！

！！

CHARANGE！
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夢を育むトールペイント
8／16　講師：江戸千春さん

｢親子で楽しむ
　　　おやつづくり｣
11／11　講師：飯野和美さん
　　 　　（元学校栄養職員）

「勇気づけの子育て入門
～いつからでもできる、あな
たもパワーアップする方法」
12／15　講師：坂本玲子さん
　　　　  （県立大学准教授）

10/27

講演　「自分を好きになる　　　　
　　　～人生を自分らしく生きる秘けつ」
講師　金香百合さん
講師　（HEALホリスティック研究所・所長）

市民企画講座 出 前 講 座

「心身のリフレッシュと
明日の保育のパワーアップ
～健康で若々しくあるために」
10／13　清水武子さん
                  （気功ストレッチ講師）

外は台風接近の大雨でしたが、館内は熱気に
あふれ、多くの人々が集いました。「自分自身が勇気づけられ、
これからも人とのつながりを大切にしたい」という声も多

数寄せられました。

パフォーマンス「みたまの湯にてⅣ」

マンドリンコンサート 太極拳

着物リフォーム発表
「もったいないショー」

敬老の日にプレゼント
～ブリザードフラワーを作ろう
9／9　講師：Aんふぁんねっと

お祭りひろば 体験ひろば
フリーマーケット

活動発表
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「ちょっと一工夫の案内状を　
  パソコンで作ろう」
11／15・16
講師：山本孝治さん
　　　（パソコン表現研究所主宰）

「みんながさんかく（参画）
のまちづくり～プラン推進の
ノウハウ教えます～」
講師：栗田真司さん
講師：（山梨大学准教授）
7／14　見つめようわがまち
9／15　これならできる！
9／15　みんなが参画のまちづくり

「1日3分間の健康法　
  真向法体操体験講座」
2／10　講師：佐藤良彦さん
7／21　　（社団法人真向法協会会長）

「親子で挑戦～藍（生葉）染め～
  藍は愛の色」
7／21　講師：川島美生さん
7／21　　　　（手作り作品作家）

「かんたん携帯電話講座」　　　　　　　
7／25　8／22　9／26
講師：ドコモショップ富士吉田店

携帯電話の基本的な操作を学び、お

知らせに使えるようにしました。災

害伝言ダイヤルの使い方も学びま

した。

ワークショップ、ブレインスト
ーミングなど、地域で進める
時の具体的な手法が参考に
なった。　 （70代・女性）

「充実した人生を送るための
   お金の入門講座
　～人生の節目のお金の準備
　と心の準備～」
12／1　講師：高田とも子さん
12／1　（ファイナンシャルプランナー）

「男性のための生け花入門講座」
8／19　8／26　1／26
講師：山本武弘さん
講師：（松山古流教授）

男の料理教室
「簡単にできるお手軽和食」
15／26　講師：市民生協やまなし
16／16　講師：ヤンミースクール
11／11　講師：コープやまなし

来年も3回を予定しています。

来年は、女性を応援する
パソコン講座を企画します。
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市民企画講座 出 前 講 座
「ボタニカルアート
  入門講座」
4／8、14・22
講師：遠山若枝さん

「親子でふれあう
  リトミック体験講座」
9／22・29
講師：塚原ゆき恵さん

「いのちの学習」
7／11　於：七保小
講師：日本助産師会
　　　山梨県支部
　　　いのちの学習
　　　グループ

「子どもとのよりよい
   関係づくりのために」
10／5　於：下和田小
講師：川辺修作さん
　　　（カウンセラー）

10/20・21

活動発表

　ぴゅあ富士を利用している11の
団体が、日頃の成果を発表しました。

　市町村の男女共同参
画推進委員会、推進リー
ダー、関係者等が中心に
なって開催しました。
　管内３ブロックが、それ
ぞれワークショップを行い、
参加者全員の考えを聞く
ことができたと好評でした。

子どもが楽しそうにやっているのを見て、参加
して良かったと思います。親も楽しく参加しま
した。リトミックとはどういうものか学ぶ良い機
会にもなりました。またこういう機会を作って
ほしいです。                      （30代・女性）

講演　「男の世界に“ぼたん”が一輪
　　　林家ぼたん 落語と考える男女共同参画」

ぴ
ゅ
あ
富
士
フ
ォ
ー
ラ
ム

ミニコンサート 展示 バザー
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　忍野村におきましては、平成15年3月に男女共同参画計画である｢忍野ハーモニープラ

ン｣を策定しました。このプランに従い、平成15年度より各種推進事業を展開してまい

りました。

　｢広報忍野｣紙上に男女共同参画に関するページを設け、意識啓発、情報提供を行なっ

ています。平成15・17年度には、｢おしのハーモニーフォーラム｣を開催し、啓発パフ

ォーマンスやパネルディスカッション、講演会を行いました。

　また、学習機会の提供にも取り組んでいます。平成16年度には、｢おしの村女性政策塾｣

を開催し、行政の仕組み等について意見をいただきました。平成18年度には、男女共同

参画を基礎から学ぶ連続講座を開催しました。この講座は、男女共同参画ばかりでなく、

発言すること、議論することなどを盛り込んで開催しました。

　男女共同参画は、聞いてい

るばかりではなかなか理解で

きないものですので、実践と

行動を伴った推進事業を目指

しております。

　富士河口湖町では、2回にわたる町村合併を経て、平成17年7月新町男女共同参画プ
ラン策定委員会が設置され、熱心なプランづくりへ入りました。こうして平成19年3月「一
人ひとり心豊かに輝けるまち・ふじサンサンプラン」を
策定しました。また、平成18年4月から男女共同参画推
進委員19名が委嘱され、本格的推進がスタートしました。
　プラン策定記念フォーラムでは、地域で活躍する4人
のパネリストが自らの体験を語り、男女共同参画の必要
性と今後の推進の方向性を討論し、山梨学院大学山内幸
雄教授の助言をいただきました。
　また、委員一人一人の家庭・職場生活から生まれたパフォーマ
ンス「男と女のつぶやき」は好評で昨年6月の「やまなし男と女と
のフォーラム」にも出演させていただきました。今年度は新たに「標
語・川柳・俳句」の募集を通して意識啓発を図ろうと広く町民に
呼びかけています。
　なお、富士河口湖町では新町計画として、女性の参画参画を促し、
エンパワーメントする施設を設置することを計画していましたが、
ようやく平成19年4月「女性交流センター」がオープンしました。
　この施設は市民主体により、環境問題、男女共同参画推進等ユ
ニークな活動が楽しく進められ注目されています。
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　小菅村では、平成16年度に男女共同参画社会の実現や次世代育成支援対策を併せ持っ

た、住みやすい地域づくりを目指す「小菅村共生プラン」を策定しました。家庭での男

女の固定的な役割分担の排除や、高齢者から幼児、男女問わず共に住みよい環境づくり

を目標に掲げています。

　このプランは「家庭」「地域」「職場」「社会」「環境」の5項目で構成し、それぞれ

具体的な政策を盛り込んでいます。

　「家庭」では、家庭での意識改革の環境づくりを目標に、男の料理教室・「思いやり

の気持ち」標語コンテストの開催などを行っています。

　「地域」では、冠婚葬祭の簡素化に取り組んだり、地域の「いいとこ見つけ」、「職場」

では、能力を発揮できる職場づくりを目標に、子どものいる女性を支援するために、時

間休暇の取得できる職場づくりなどを提案しています。

　「社会」では、女性委員の登用を積極的に進めるなど、女性の発言の場づくりに努め

ています。

　「環境」では、自然との共生を目指し、子供達に自然とふれあう場づくりや豊かな自

然やお年寄りの知恵を生かした世代間交流を推進しています。

今後とも「老いも若きも女も男も」共に支えあえる、村づくりを行っていきたいと思い

ます。

　県では、各市町村からの推薦により、112名の男女共同参画推進リーダーを委嘱しています。2月26
日、市町村行政担当者を含め、約100名で意見交換会を開催しました。
　県内でも先駆的に取り組まれている南アルプス市の取り組みと内閣府主催の「ヤングリーダー会議」
へ参加した富士吉田市の渡辺君則さんの事例発表の後、グループに分かれて各地域の情報交換や推進リ
ーダーの役割等について話し合いました。活動における悩みや課題を出し合い、今後の活動について話
し合うなど、活発な意見が交わされ、最後にまとめを発表してもらいました。
　また、元内閣府男女共同参画局総務課長の新木雅之さんに「男女がともに輝く地域づくり～その取り
組みと男女共同参画マインド～」と題し、「男女共同参画マインド」を広めていくための心構えと具体
的なコツについて、事例や体験談を交えてお話しいただきました。
　先生からは、「男女共同参画は日本の未来をどうしていくか
に繋がる大きな課題。推進リーダーは、未来を担う仕事です。
人の心の中に入っていくのは簡単ではないが、地道な啓発活動
が何より大事。『明るく楽しく、そしてあきらめない。』頑張
っていきましょう！」とのエールをいただきました。「今後の
活動への元気をもらった。」「自分達の活動に責任の重さを感
じた。」「これからに活かせるヒントを沢山もらった。」との

感想をいただきました。
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山梨県男女共同参画課
〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1　Tel. 055-223-1358　Fax. 055-223-1335　
E-mail : danjo@pref.yamanashi.lg.jp

山梨県立男女共同参画推進センター
●ぴゅあ総合：〒400-0862  甲府市朝気1-2-2　Tel. 055-235-4171　Fax. 055-235-1077
●ぴゅあ峡南：〒409-2305  南巨摩郡南部町内船9353-2　Tel. 0556-64-4777　Fax. 0556-64-4700
●ぴゅあ富士：〒402-0052  都留市中央3-9-3　Tel. 0554-45-1666　Fax. 0554-45-1663

　ぴゅあ総合では女性総合相談窓口を開設し、専任の相談員が、女性が抱える様々な相談に応じています。
また、配偶者暴力相談支援センターとしての業務も行っています。
　●相談日　火曜日～日曜日（月曜日、祝日の翌日、年末年始は休み）
　●電話相談　9：00～17：00（相談専用電話  Tel. 055-237-7830）
　●面接相談　9：00～17：00（受付は16：00まで）

編集・発行

　ぴゅあ総合に、「子育て総合相談窓口かるがも」が移転しました。移転に伴い、相談日等が変更となってい
ますので、ご確認のうえご利用ください。
　●相談日　火曜日～日曜日（月曜日、祝日の翌日、年末年始は休み）9：00～17：00（受付は16：30まで）
　●専用電話番号　055－228－4152又は4153
　●臨床心理士によるカウンセリング　月2回
　●助産師による相談　毎週木曜日　10：00～16：00（新設しました　）

　山梨県では、山梨県男女共同参画推進条例第15条に基づき、知事に提出された県の男女共同参画
の推進に関する施策についての苦情や意見などを、山梨県男女共同参画審議会委員が公正、中立な
立場で調査し、必要に応じて知事に意見を述べる「苦情等処理制度」を設け、県民の皆さんからの
苦情や意見などに対して適切に対応します。
〈提出方法について〉
男女共同参画課まで持参いただく方法のほか、郵送、ファクシミリ、電子メールでも受け付けてい
ます。（下記の記載を参照してください。）

推進月間中は、フォーラムの開催や各センターでは、展示や講演会の開催があります。
内容については、次のホームページでご確認ください。
◆やまなし女性の応援サイト　http://www.pref.yamanashi.jp/challenge/
◆男女共同参画課HP　http://www.pref.yamanashi.jp/barrier/html/danjo/index.html

　今年度は、ＮＰＯ法人の設立、施設の運営管理受託や起業に必要な知識やノウハウを学び、具体
的なアクションを起こす道筋をつけていきます。
第1回  4月19日（土） 指定管理受託施設女性館長（体験者）に聞く
第2回  5月10日（土） 自分を社会にとって必要な人間にするこつを知る
第3回  5月17日（土） 情報収集・情報発信のノウハウを身につける
第4回  5月24日（土） ＮＰＯ法人・指定管理者になるための模擬手続き訓練
第5回  6月7日（土） 指定管理者受託施設（アイセル静岡）視察研修
第6回  6月28日（土） 学習のまとめ～プレゼンテーション・学びの結果をメディア発信～
※申込・お問い合わせは、最寄りの男女共同参画推進センターへ

！


