
問

第 15 期男女共同参画アドバイザー養成塾
受 生講 募 集

◇講座開催期間 平成２３年６月１６日（木）

◇会場 兵庫県立男女共同参画センター・イ

◇申込締切 平成２３年６月２日（木

い合わせ先：兵庫県立男女共同参画センター

http://www.hyogo-even.jp

これまでの経験や知識、ネットワークに男女共同参画の力をプラスして

地域活動からさらなるネットワークを広げ、新たな一歩を共に踏み出しませんか？

みなさんのその思いや行動が、地域社会を変えていく力につながります！
「男女共同参画アドバイザー

養成塾」とは？
地域での男女共同参画を推進する
リーダー的人材を養成するための
講座です
～１２月１５日（木）のうち１６日間

（詳細は中面をご覧ください）

ーブン（神戸クリスタルタワー７Ｆ）

）必着

・イーブン(TEL 078-360-8550)

/



平成23年３月に策定した「新ひょうご男女共同参画プラン２１」のもと、
多様な主体との連携・協働を進め実行力のあるリーダー的役割を担う人材を
養成するカリキュラムに一新しました。

カリキュラムの４つの柱

男女共同参画を学ぶ 
男女共同参画について体系的に学ぶことが
できます。

講師力を養う 
話し方の基本スキル(発声・発音・呼吸法）、

わかりやすい表現力を学ぶことができます。

ﾌｧｼﾘﾃｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｺｰﾃﾞｨ
ﾈｰﾄ力を身につける

グループ運営、協働の手法や講座等の運営
方法を学ぶことができます。

実践活動に参加する

地域活動のノウハウを学び、今後に活かせる
実践的な能力を身につけます。

［講座カリキュラム］
基本的な学習［講義］

回 日程 テーマ 講師
公開
講座

県立男女共同参画センター所長

河田 恵子

情報アドバイザー
ファシリテーター

人と情報を学ぶWeプロデュース代表

尼川 洋子

とよなか男女共同参画推進センター
事業課相談担当主任

川畑 真理子

NPO法人女性と子ども支援センター
ウィメンズネット・こうべ代表理事

正井 礼子

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：兵庫県理事

清原 桂子

神戸親和女子大学発達教育学部教授

勝木 洋子

神戸常盤大学短期大学部准教授
NPO法人ﾌｧｻﾞｰﾘﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ理事

小﨑 恭弘

4
６／３０（木）
13:30～16:00

【児童虐待・ＤＶ等暴力の根絶】
DVの現状と、法・支援制度

弁護士 長谷川 京子 ○

中央大学法学部教授

広岡 守穂

【オリエンテーション・所長講話】
オリエンテーション
（講座説明、自己紹介、
「私がチャレンジしたいこと」）
昨年の学びをふりかえって

1
６／１６（木）
10:00～12:30

６／３０（木）
10:00～12:30

【家族・家庭】
子育てから家族・家庭を考える

3

2
６／１６（木）
13:30～16:00

【地域づくり】
「震災復興と男女共同参画」
フォーラム

5
７／１１（月）
10:00～12:00

【男性にとっての男女共同参画】

―

○

○

○



講師力取得［実習］

回 日程 テーマ 講師
公開
講座

21
１０／２０（木）
10:00～16:00

情報アドバイザー ―

話し方・コミュニケーション講師

川邊 暁美

話し方・コミュニケーション講師

川邊 暁美

情報アドバイザー

―

22

23

１１／１０（木）
10:00～15:00

１１／１７（木）
10:00～15:00

１２／１（木）
10:00～15:00

24 ―

学習プログラム
「未来を拓く男女共同参画」の実践

修了式・交流会

回 日程 テーマ 講師
公開
講座

25
１２／１５（木）
13:00～16:00

企画プレゼンテーション・修了式・交流会 兵庫県理事 清原 桂子(講評） ―

※講師（敬称略）は予定です。

実践活動参加

回 日程 テーマ 講師
公開
講座

19

20
―

男女共同参画推進員
地域ブロック事業、

イーブンレクチャーピクニック など

（地域事業で
選択）

ファシリテート・マネージメント・コーディネート力習得［実習］

回 日程 テーマ 講師
公開
講座

13

14 NPO法人SEIN事務局長

15 宝楽 陸寛

16

17

18
情報アドバイザー

９／１（木）
10:00～16:00

効果的・効率的な会議運営等

９／２９（木）
10:00～16:00

【プレゼンテーション】
企画会議②、情報活用方法

９／１５（木）
10:00～16:00

講座の企画・実施手法

―

―

回 日程 テーマ 講師
公開
講座

NPO法人フローレンス代表理事

駒崎 弘樹

大阪市立大学大学院
生活科学研究科准教授

服部 良子

神戸女学院大学名誉教授

高島 進子

京都大学名誉教授

上杉 孝實

神戸大学発達科学部長

朴木 佳緒留

神戸大学特別顧問

相馬 芳枝

NPO法人フィフティネット代表理事

森屋 裕子 ほか

12
８／１１（木）
13:30～16:00

【プレゼンテーション】
企画会議①

情報アドバイザー ―

○

―

○

○

○6
７／１１（月）
14:00～16:00

【仕事と生活の両立】
働き方革命(ひょうごフォーラム)

７／２１（木）
10:00～12:30

【暮らしのセーフティネット等社会政策】

みんな安心暮らしのセーフティネット
○

9

8

【多様な選択を可能にする教育】
豊かな心を育む学校教育

7

７／２１（木）
13:30～15:30

【男女共同参画概論】
男女共同参画社会のめざすこと
～「新ひょうご男女共同参画プラン２１」の推進～

８／４（木）
10:00～12:00

10
【女性のチャレンジ支援①

「女性研究者支援」】
女性研究者支援の取り組み

11
８／１１（木）
10:00～12:30

【女性のチャレンジ支援②
「女性の政治参画」】

女性も積極的に政治参画を！

８／４（木）
13:00～15:30



募集要項
★ 募集対象

地域等で男女共同同参画の実現に取り組んでいる、もしくは今後、取り組もうとし
ている県内在住･在勤･在学の男女。（原則として全回出席出来る人。)

アドバイザー養成塾修了生も受講可能です。

★ 募集人数
４０名程度

★ 開催場所
兵庫県立男女共同参画センター セミナー室
（神戸市中央区東川崎町 1-1-3 神戸クリスタルタワー７階）

★ 受講料
無料

★ 申し込み方法
裏面の受講申込書に必要事項と作文（テーマ：受講動機）を記入し、郵送・ＦＡＸまた

は持参にてお申し込みください。
電話での申し込みは原則受け付けておりません。

《申込締切 平成２3 年６月 2 日（木）必着》

★ 一時保育
原則として１歳半から就学前まで（無料・要予約、定員１０名）

★ 公開講座
受講生でなくても自由に受講できます。

＜お申込み・お問い合せ＞

兵庫県立男女共同参画センター・イーブン

〒650-0044

神戸市中央区東川崎町 1-1-3

神戸クリスタルタワー７階

TEL 078-360-8550

FAX 078-360-8558

★これまで「男女共同参画アドバイザー養成塾」「ファシリテーター基礎養成講座」「イーブン市民講師養成講座」
として別々に行ってきた 3 つの人材養成講座を、今年度より「男女共同参画アドバイザー養成塾」として一元的に
行います。

★ 連続講座（全２４回）の後、１２月１５日（木）

に講座で企画した成果の発表と修了式・交流会

を行います。

企画プレゼンテーションに向け、カリキュラ

ムの中にグループワークの時間を設けます。

※講座終了後の時間や講座日以外に自主的に集

まって作業することもできます。



このページをコピーして

ご記入ください。

※申込書に記載された個人情報は、講座運営上の目的以外で使用することはありません。

この受講申込書を、兵庫県立男女共同参画センターまで、郵送・ＦＡＸまたはご持参ください。

（〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー７階 ＦＡＸ ０７８－３６０－８５５８）

申込締切 平成２３年６月２日（木）必着 （選考結果は６月１０日までにお知らせします。）

※選考結果は、ＦＡＸ（なければ電話）でお知らせしますので、正しく記載ください。

作 文：なぜこの講座を受けようと思われたか、その他講座に期待することなどを

200 字程度でご自由にお書きください。 ※マスは２０字×１０行＝２００字

第１５期 男女共同参画アドバイザー養成塾(平成23 年度) 受講申込書

ふりがな

氏 名

生年月日 昭和・平成 年 月 日生まれ（満 歳）

ふりがな
電話

ＦＡＸ

住所 〒

メールアドレス 携帯

一時保育希望のお子さんのお名前

一時保育希望 有・無

年 齢 ： 歳 ヶ月 性 別 ： 男 ・ 女

性別 男 ・ 女

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ養成塾の参加は

初めて・ 期修了


