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有園博子基金助成事業報告 

➢ 静岡市女性会館アイセル 21 視察 

10月 3日(月)、静岡市女性会館に法人 6人が視察に伺いました。 

アイセル 21 は静岡市女性会館と葵生涯学習センターとの複合施設で、

施設も大きく様々な方が利用されていました。図書コーナーも充実してい

て、子どもと一緒に過ごせる空間もあり、本を手に取りやすくまた利用した

いと思える工夫がされていました。男女共同参画週間には全国からジェン

ダー川柳を募集して、その中から最優秀賞を決める取り組みをされています。2022年度は、なんと 537句も

の応募があったそうです。どの入選作品も大きく頷けるものばかりで、楽しくジェンダー平等を広めることが

出来ると思います。（静岡市女性会館のホームページからも読むことが出来ますのでぜひ読んでみてくださ

い。）ユース世代の方や高校生と共に作り上げる企画も多く印象的でした。男性のスイーツ作りやパープル

リボン啓発のダンスなど、老若男女誰もが参加しやすい幅広い講座が、ジェンダー平等を考えるきっかけと

なること、誰でも気軽に立ち寄れる居場所になっていることから、市民にとっての大切な施設であると感じま

した。 

今回の視察で学んだことを活かして、トレピエが市民のみなさまにとって頼れる施設、居場所となることを

目指し、これからも頑張ります。                                          （岡崎） 

 

➢ 講座開催「静岡市女性会館での活動を通して 男女共同参画事業の展開を知る」  

指定管理者自主授業として、有園博子基金助成を受けて、12月 18日に松下光恵さん（男女共同参画フ

ォーラムしずおか代表理事）を講師にお招きし、「静岡市女性会館での活動を通して男女共同参画事業の

展開を知る」と題して、ご講演いただきました。参加者は、女性センター/男女共同参画センター等に携わる

方 11人でした。 

静岡市女性会館での事業展開から、これまで取り組んできた事業におけるさまざまな工夫、事業の

PDCA サイクルは、データを分析して事業を改善し、行った事業をどう評価するか、具体的な過程を学びま

した。企画する際は、地域で必要とされていること、施設がやりたいことを照らし合わせ、啓発意図を明確に

する大切さも再確認しました。コロナ禍で相談件数が増加していること、も

ともとあった格差が拡大して、女性により深刻な影響が出ていることを、あら

ためて考えることができました。会場にいた全員が、日々の業務や活動を

する上での刺激になり、今後の課題解決へのヒントや、新しい企画へのア

イデアを得たと思います。 

 参加者からは、「とても丁寧に館の運営、事業の企画を組み、よどむこと

なく新しいものにチャレンジされているのに感心した」、「実践できるように

自身の能力を高めたい」などの感想があり、それぞれの施設をより良くする

ための抱負を共有しました。                        （福田） 

 

 

NWEC フォーラム 2022 ワークショップ出展報告 

「指定管理者が振り返るセンターのこれまでとこれから」 

12月 22日(木)、NWECフォーラムワークショップで（特）男女共同参画フォーラム静岡、（特）男女共同参

画おおたと共にワークショップに出展しました。3団体が発表を行い、その後、参加者（発表者含 31名）を交

えてグループに分かれ意見交換後、全体でシェアをしました。 

当法人のこれまでと今後について考えるよい機会となりました。3団体共に同じころに指定管理者としてセ

ンターの運営を始めていますが、管理運営の内容、職員数、事業内容などそれぞれの特徴があります。共

通した悩みとしては、世代交代、人材育成等です。地域的には離れていますが、準備段階から意見交換が

でき、よい経験となり、今後も交流を続けていきたいと思います。参加の方からは、3 団体共に事業だけでな

く、法人のマネジメントについても考えていることが素晴らしいという感想やエールをもらい、課題を抱えなが

らも NPOが指定管理としてセンター運営していることの意義を、再認識することができました。    （三谷） 
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「困難な状況を抱え自立をめざす女性のための就労応援フェア」報告 

 

10月 20・21日（木・金）10：30～16：00の 2日間で実施し、合計 30名が

利用されました。 

「就労支援グッズの提供」、「相談」、「就労メイク講座」の 3 つのブースを

用意しました。メイク講座では、表情が硬かった参加者も、メイク後には明

るく笑顔になりました。支援品の提供では、フィッティングルームも備え、相

談員や職員と話しながら楽しくスーツを選び、試着し、履歴書用の写真も

撮りました。「スーツを買う敷居が高いため、助かった」「就職に向けてがん

ばりたい」「温かい気持ちになれた」など参加者からの満足度は高く、女性

のエンパワメントに繋がりました。 

全国から届いた支援品は、12 月現在でスーツやカバン類が 200 点、化

粧品・雑貨類が 206 点集まっています。今後は、入学式・卒業式で着用で

きる礼服や男性用就活スーツの寄付も募り、ひとり親世帯やコロナ禍で困

っている学生にも支援が届くようにしたいと思っています。お手元に未使用

に近い支援品がございましたら、クリーニングの上、トレピエまでご持参い

ただけると幸いです。                            （下尾） 

 

 

2022あまがさき女性フォーラム報告 

 

11月 27日(日)、午前に 3つの分科会、午後に全体会と映画で構成されたフォーラムを開催しました。 

セミナー1「ジェンダー平等へ～身近な政治から考える壁と突破口～」では、講師の中塚久美子さん(朝

日新聞阪神支局専門記者)からジェンダー平等が必要な理由、コロナ禍であぶりだされた構造上の問題、

女性の政治参画が進んだ他市の取り組みなどについて学びました。 

セミナー2「人権をベースにした性教育を学ぼう～私の身体は私のもの～」では、講師の吉岡有可さん

(尼崎市立小学校養護教諭)から、学校での性教育を具体的にお聞きし、家庭で小さいころから伝える重

要性について学びました。 

セミナー3「多様な家族のあり方を考える」では、講師の康純香さん(特定非営利活動法人カラフルブラ

ンケッツ理事長)から、同性カップルの切実な日常の困りごとなどを例に、様々な家族形態が当たり前の

社会になることについて学びました。 

どのセミナーも参加者同士が話し合う時間があり、学びが深まりました。また、午後の全体会でたくさん

の方と共有することもできました。 

映画「おいしい家族」では、様々な価値観と個性を持った人たちと出会うことで変わっていく登場人物

から、自分らしく生きる、それぞれの個性を認め合う大切さを知ることができました。 

同時に開催したギャラリー展も好評で、フォーラム事業には合計 669 人のご参加いただき、フォーラム

で募った募金 2万円は、性暴力被害者支援センター・ひょうごのサポートパックに寄付いたしました。温か

いご支援をありがとうございました。                                      （宮下） 
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インフォメーション 

冬の講座・セミナーのご案内 

 

＊あま咲きコイン事業 SDGs ポイント対象講座ではありません 

         ※の講座には保育はありません 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 講座名・内容 開催日 受講料 

男
女
共
同
参
画
セ
ミ
ナ
ー
・
講
座 

読書でリラックスタイム 
毎月 1回 第 4火曜日 10:00～12:00 
1月のみ第 4 土曜日です 

無料 

絵本でほっこりタイム※ 毎月 1回 第 3火曜日 10:30～11:30 250円 

市民企画講座 
防災になぜ男女共同参画の視点が必要
か 

1月 26日（木）10:30～12:00 無料 

アンガーマネジメント講座 
2月 8日・2 月 15日（水） 
全 2回 10:00～12:00 

無料 

ハートフルシネマ巡回映画会 
あなたの笑顔がくれたもの 

2月 10日(金)10:00～12:00 無料 

2023あまがさき女性フェスティバル＊ 
3月 4日(土)10:00～17:00 

5日(日)10:00～16:00 
無料 

デート DV出前講座 
お互いを大切にする関係とは＊ 

随時（尼崎市立中・高 10校は無料） 有料 

困難な状況を抱える女性のための就労
支援グッズの寄付受付 

随時 － 

就
労
支
援
講
座 

個別就労相談付き自立をめざす女性の
ためのパソコン基礎講座 

1月 19日～3月 2日(木) 
全 6回 10:00～12:30 

テキスト代 
2,200円 

ハローワークマザーズ 
ミニ就職面接会＊ 

2月 21日 14:00～16:00 無料 

困難な状況を抱える女性のための就労
支援グッズの提供＊ 

随時 無料 

＜法人沿革＞ 
2003年 10月  ＮＰＯ法人格取得 
2004年 7月  指定管理者として尼崎市女性センター 
  ～現在    の管理運営を行なう（第 5期） 
2008年 1月  子育てキーステーション開設 
～2012年 3月 子育て支援活動を行なう 
＜会費＞ 

正会員 ： 入会金 1000円  年会費 3000円 
賛助会員 ： 個人 1口 2000円／年  

団体 1口 5000円／年 
郵便振替 00920-1-268479 
特定非営利活動法人男女共同参画ネット尼崎 

   ＊＊おねがい！！＊＊        

特定非営利活動法人男女共同参画ネット尼崎は、
男女平等推進や子どもの権利尊重をテーマに活動
を行っています。ぜひ、活動趣旨に賛同いただき、
会員になってください。 
 

 

 
発行日  2023 年 1 月発行 
発行者  特定非営利活動法人男女共同参画ネット尼崎 

      尼崎市潮江 3-4-18 ℡ 06-6499-5486 
       https://sankakunet-amagasaki-npo.com/ 

 

     ご寄付いただきありがとうございました。 

   三谷順子さま、矢野郁子さま 

 

     参画ニュースのアンケートにご回答いただき、ありがとう

ございます。 ご意見もどうぞお寄せください。 

   https://forms.gle/1MBZ8FvXqeFwTJ7C7 
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