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４月から男女共同参画課長に着任しました伊東と申します。日頃、中央男女共同

参画センターを御利用いただき、支えてくださっている地域の方々にこの場をお

借りして厚く御礼申し上げます。今後も、地域における男女共同参画社会の実現

に向けた拠点として、情報の提供や研修機会の提供に努めるとともに、市町村や

関係団体とのネットワークの中核としての機能を強化していきますので、引き続

きセンター運営への御協力と各種事業等への御参加をお願いします。 

 少子高齢化が著しい本県において、県の活力を維持・向上していくためには性別や年齢にかかわらず、

各人が持てる力をあらゆる分野で存分に発揮できる環境をつくっていくことが大切です。県では今年度か

らの５年間を計画期間とする「第４次秋田県男女共同参画推進計画｣を策定しました。この計画は「あら

ゆる分野における女性の活躍推進」「男女が認めあい思いやる関係の構築」「男女共同参画社会の実現に

向けた基盤の強化」を大きな柱として、その下で３５項目の施策目標を掲げています。 

今年度、県では、経済団体等と一体となって女性の活躍を推進する「あきた女性の活躍推進会議」の開催、

女性の活躍推進に向けた取組が顕著な企業等を知事表彰する「女性の活躍推進企業表彰（仮称）」「経営者等

を対象とした意識啓発セミナー」の開催等、働く女性を支援する事業に力を入れていきます。 

また、県ではこの２月に男女共同参画や女性の活躍に関する様々な情報を提供する「あきた女性の活躍応援

ネット」を立ち上げました。利用する皆様が自由に交流していいただける「コミュニティ－広場」もあります

ので、是非一度ご覧いただき、情報交換の場として御活用くださるようお願いします。 

さらに、１０月には秋田市で「日本女性会議２０１６秋田」が開催されます。この会議は男女共同参画

に関する国内最大のものです。県としましても、皆様方の御理解と御協力を得ながら、この会議を盛り上げ、

男女共同参画社会の実現に向けた意識の醸成を図りたいと思います。 

 ところで、６月は男女共同参画推進月間です。広く男女共同参画についての関心と理解を深めるとともに、

積極的に男女共同参画に関する活動を促進するために、市町村においても様々な事業が行われます。県では、

６月２６日（日）に「ハーモニーフェスタ２０１６」を「未来を拓く参画のちから」をテーマに、「秋田市に

ぎわい交流館ＡＵ」で開催します。秋田県男女共同参画社会づ

くり表彰をはじめ、フォーラム、わらび座特別アトラクション、

講談とトーク等、男女共同参画について解り易く、盛りだくさ

んの内容となっていますので、皆様には是非ご参加いただきた

いと考えています。これからも、本通信などを通じて、各種

情報をお伝えしますので、県の事業に対する御理解と御協力

をお願いします。 
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秋田県男女共同参画秋田県男女共同参画秋田県男女共同参画秋田県男女共同参画推進推進推進推進月間に寄せて月間に寄せて月間に寄せて月間に寄せて    

秋田県生活環境部男女共同参画課  課長 伊東 弘毅 
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5 月 25 日～27 日に国立女性教育会館（埼玉県嵐山市）で開催されたリーダー研修に参加しました。

この研修は地域の女性関連施設や男女共同参画センターや地方自治体、地域団体のリーダーが参加

し、実態把握や課題分析をしたうえで、地域における関係力や連携力、実践力の向上を図ることを

目的にしたもので、全国から約 150 名の方が参加しました。２泊３日の研修は、基調講演や対談、

関連施策のある各省庁からの報告、コース別分科会、交流会等、夕飯後の時間も大いに活用した充

実した内容です。 

基調講演講師の女性労働協会会長の鹿嶋敬さんは「一人ひとりの女性が活躍できる社会を目指し

て」と題して、男性中心型労働慣行の変革や男性の意識改革、男女共同参画と女性活躍推進の関係

性について、第４次男女共同参画基本計画の計画策定専門調査会会長を務めたご経験も踏まえなが

らご講演されました。なかでも、女性の活躍をより推進させるためにも、これまでの男性中心型の

長時間労働や賃金体制も含めた従来の働き方を見直さなければならないとし、そのためにも｢固定的

性別役割分担意識｣を強力に変えていく必要があると強調して話されました。 

また、コース別、テーマ別分科会では他施設の参加者とも交流をしながら、それぞれが抱える悩み

や課題も共有しあい、これからの施設運営に即した業務の見直しや仕組みフロー改善など実践的な

取組みについても具体的に話し合うことが出来ました。それらも今後のセンター事業や運営管理業

務にも積極的に活用していこうと考えています。 

その他にも、秋田県からの参加ということもあり、今年 10 月開催の日本女性会議の開催に関して、

大勢の方から声を掛けていただきました。携えていった「日本女性会議 2016 秋田ニューズレター№

２」の配布と共に秋田大会のＰＲを出来たことも今研修への参加の大きな成果の一つであったと感

じています。 

 

 

 

 

 

去る５月１４日、五月祭で賑わう東京大学史料編纂所でフォーラムに参加しました。講師はジェンダ

ー情報専門家ティリー・ビアンドさん。オランダのジェンダーセンターアトリアで、ヨーロッパの女性

センター・アーカイブセンターのネットワーク作りや、女性学データベースのデジタル化を中心的に進

めてきた方です。講座ではアトリアの歴史や組織、スタッフの働き方や専門性について語られました。

長い歴史のあるアーカイブセンターは羨ましいほどの充実ぶりでした。講座の前日、市川房枝記念会女

性と政治センターも見学して来ましたが、アトリアや NWEC 同様、多様な情報とアーカイブを的確に

提供できるようなシステムが構築されていました。 

私たちはこれらのシステムを積極的に利用し、タイムリーに情報を捉え

て男女共同参画推進事業に活かすと同時に、当センターの蓄積してきた成

果や資源に、利用者のみなさんが容易にアクセスできるよう、情報コーナ

ーを整備し、スタッフの専門性やレファレンス力を向上させていくことが

必要だと感じました。また、アトリア、NWEC でも私たちと同じように新

聞のクリッピング（切り抜き）をしていることを知り、日々の地道な作業が基礎となっていることに励

まされ、気持ちを新たにしました。現在、当センターではＮＷＥＣから図書 100冊をお借りし、ブック

フェアを開催中。新鮮で豊かな情報に出会えます。多くの方々のご利用をお待ちしております。  

参加報告２  図書館員のキャリア研究フォーラム 

「ライブラリアンの専門性とキャリアーオランダ・アトリアの経験から学ぶ」 

          ／小松 誠子（中央センター職員） 

 

参加報告１１１１    地域のおける男女共同推進リーダー研修（（（（女性関連施設管理職女性関連施設管理職女性関連施設管理職女性関連施設管理職コースコースコースコース））））    

「一 人 ひとりの女 性 が活 躍 できる社 会 を目 指 して」 

            ／佐々木 美奈子（中央センター職員） 
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平成平成平成平成 28282828 年度女性年度女性年度女性年度女性チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ支援事業支援事業支援事業支援事業(3(3(3(3 回連続講座回連続講座回連続講座回連続講座))))    

わたしのしごとわたしのしごとわたしのしごとわたしのしごと準備講座準備講座準備講座準備講座～～～～ココロもカラダもココロもカラダもココロもカラダもココロもカラダも元気元気元気元気にににに！！！！そしてそのそしてそのそしてそのそしてその先先先先へへへへ～～～～    

    

（（（（日時日時日時日時））））平成平成平成平成 28282828 年年年年 7777 月月月月 12121212、、、、19191919、、、、26262626 日日日日((((毎火曜日毎火曜日毎火曜日毎火曜日))))    

（（（（会場会場会場会場））））秋田県中央男女共同参画秋田県中央男女共同参画秋田県中央男女共同参画秋田県中央男女共同参画センターセンターセンターセンター研修室研修室研修室研修室（（（（アトリオンアトリオンアトリオンアトリオン７７７７FFFF））））    

（（（（対象対象対象対象））））現在仕事現在仕事現在仕事現在仕事にににに就就就就いていないシングルいていないシングルいていないシングルいていないシングル女性女性女性女性 12121212 名名名名                                

（（（（内容内容内容内容））））    

第第第第 1111 回回回回：：：：和和和和アートでほっこりしようアートでほっこりしようアートでほっこりしようアートでほっこりしよう♡        

第第第第 2222 回回回回：：：：ヨガにチャレンジしてみようヨガにチャレンジしてみようヨガにチャレンジしてみようヨガにチャレンジしてみよう☆☆☆☆    

    第第第第 3333 回回回回：：：：わたしわたしわたしわたしのののの未来未来未来未来をををを考考考考えようえようえようえよう!!!!!!!!「「「「聴聴聴聴くくくく力力力力でコでコでコでコミュニケーションミュニケーションミュニケーションミュニケーション UPUPUPUP トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング」」」」    

                                        ～～～～自分自分自分自分らしくらしくらしくらしく生生生生きるためにきるためにきるためにきるために～～～～ 

参参参参加加加加はははは無料無料無料無料    

要申込要申込要申込要申込    

男女共同参画推進月間事業 
 

  ６６６６/10/10/10/10（（（（金金金金）～）～）～）～30303030（（（（木木木木））））    

        アトリオンアトリオンアトリオンアトリオン６６６６FFFF    センターセンターセンターセンター内内内内        
 

*国立女性教育会館（ヌエック）所蔵の男女共同参画

に関する書籍100冊の展示と貸出 

*パネル展示 *作品展示(登録団体他) 

 

６/11(土) 13:30～16:00 
講演「両性の平等と法律」＆  

    テーブルトーク 

   講師 南 和行 氏 

参加は無料、どなたでもどうぞ。 

 

６/18(土) 13:30～15:30 
書評合戦 ビブリオバトル 

「私のイチ押しの一冊」を紹介  

してください。 

 

 

詳細についてはセンターまで 

    TEL:836-7853 

   

参加者募集中参加者募集中参加者募集中参加者募集中 

日本女性会議２０１６秋田 

 日程 平成 28 年 10 月 28 日（金）～10 月 30 日（日） 

 会場 秋田県民会館、ジョイナス、にぎわい交流館、

アトリオン、キャッスルホテル 

 募集期間と人数 ６/１～８/31 300 名 

問合せ先：日本女性会議 2016 秋田実行委員会事務局 

       TEL:018-888-5650 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

募集中 

こ れ か ら の 予 定

             

              

 

とととと    き：き：き：き：平成２８年６月２６日（日）平成２８年６月２６日（日）平成２８年６月２６日（日）平成２８年６月２６日（日）            
１０１０１０１０::::３０～３０～３０～３０～１５：３０１５：３０１５：３０１５：３０    

ところ：ところ：ところ：ところ：にぎわい交流館にぎわい交流館にぎわい交流館にぎわい交流館 AU 2FAU 2FAU 2FAU 2F        
展示ホール展示ホール展示ホール展示ホール((((秋田エリアなかいち秋田エリアなかいち秋田エリアなかいち秋田エリアなかいち))))    

    

10:3010:3010:3010:30～～～～        ≪≪≪≪開会行事開会行事開会行事開会行事≫≫≫≫    

第第第第 1111 部部部部    11:0011:0011:0011:00～～～～        ≪シンポジウム≫≪シンポジウム≫≪シンポジウム≫≪シンポジウム≫    

            「女性「女性「女性「女性の活躍と秋田のこれからを考える」の活躍と秋田のこれからを考える」の活躍と秋田のこれからを考える」の活躍と秋田のこれからを考える」    

            12:1512:1512:1512:15～～～～        おためし体験工房おためし体験工房おためし体験工房おためし体験工房    

（（（（和アート、ペーパーアート、和アート、ペーパーアート、和アート、ペーパーアート、和アート、ペーパーアート、UVUVUVUV レジン工作他レジン工作他レジン工作他レジン工作他））））            
13:3013:3013:3013:30～～～～    わらび座わらび座わらび座わらび座    特別アトラクション特別アトラクション特別アトラクション特別アトラクション    

第第第第 2222 部部部部    14:0014:0014:0014:00～～～～            ≪講≪講≪講≪講        談≫談≫談≫談≫    

演目「講談で語る道を拓いた女たち」演目「講談で語る道を拓いた女たち」演目「講談で語る道を拓いた女たち」演目「講談で語る道を拓いた女たち」    

講師：宝井講師：宝井講師：宝井講師：宝井    琴桜琴桜琴桜琴桜    さんさんさんさん    

            15:3015:3015:3015:30～～～～        ≪閉≪閉≪閉≪閉        会≫会≫会≫会≫    

主主主主        催：催：催：催：秋田県秋田県秋田県秋田県・秋田県人権啓発活動ネットワーク協議会・秋田県人権啓発活動ネットワーク協議会・秋田県人権啓発活動ネットワーク協議会・秋田県人権啓発活動ネットワーク協議会    

後後後後        援：秋田市援：秋田市援：秋田市援：秋田市    

実施団体：実施団体：実施団体：実施団体：NPONPONPONPO 法人いきいき法人いきいき法人いきいき法人いきいき FFFF ネット秋田ネット秋田ネット秋田ネット秋田    

                        ((((秋田県中央男女共同参画センター指定管理者秋田県中央男女共同参画センター指定管理者秋田県中央男女共同参画センター指定管理者秋田県中央男女共同参画センター指定管理者))))    

協力団体：ハーモニープラザサポーターの会＆協力団体：ハーモニープラザサポーターの会＆協力団体：ハーモニープラザサポーターの会＆協力団体：ハーモニープラザサポーターの会＆                            

あきたあきたあきたあきた FFFF・・・・FFFF 推進員推進員推進員推進員    
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〈〈〈〈相談室相談室相談室相談室よりよりよりより〉〉〉〉        

当相談室では、電話、面冊相談のほかに法律の専門家による法律相談も行っております。 

相談の中で法的な知識や情報が必要な方のために行うものです。 

当日は、当相談室の相談員も同席しますので、余裕をもって弁護士との相談ができます。 

平成２８年度の相談は、下記の通りです。                         

７７７７月月月月５５５５日日日日、、、、９９９９月月月月６６６６日日日日、、、、１１１１１１１１月月月月１１１１日日日日、、、、１２１２１２１２月月月月６６６６日日日日、、、、２２２２月月月月７７７７日日日日、、、、３３３３月月月月７７７７日日日日        

いずれも火曜日の午後１時から１時３０分、１時３０分から２時までの２枠です。 

法律相談、面接相談は、事前に予約が必要です。託児もあります。(予約必要) 

相談は無料、守秘義務は守ります。 

一人で悩まず、まずはご相談ください。 

相談専用番号 問い合わせ・お申込み ０１８－８３６－７８４６です。 

電話、面接の相談は月曜日から土曜日の１０時から午後５時(土曜日は電話相談のみ） 

    

                   

       

 

 

 

 

 

 

  

 

    

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                                                                                         

                                         

                 

ハーモハーモハーモハーモニーニーニーニー相談室相談室相談室相談室    ～あなたらしい生き方を応援します～あなたらしい生き方を応援します～あなたらしい生き方を応援します～あなたらしい生き方を応援します～～～～    

地域でがんばる女性を 

応援します 

実施団体募集中!! 
 

中央地域で、女性が主体となり地域の元気

創出や女性の視点を活かした活動に取り

組む団体を募集しています。 

 

≪募集期間≫平成 28 年 6 月 1 日～30 日 
 

※詳細はセンターにお問い合わせください。 

詳細についてのお問合せ、申込みは 

秋田県中央男女共同参画センター  

018-836-7853 

６月４日(土)、アトリオン６F のセンターに「おも

ちゃ病院」が開院し、朝から思い出ある品々や

大好きなおもちゃの修理を依頼しに多くの家族

連れが訪れました。治ったおもちゃを嬉しそうに

抱えて帰る子どもたち 

の笑顔が印象的でした。 

おもちゃ病院は、年３回、 

センターで開院していま 

す。 

 

センターでの開催予定事業 

 

★大人のおりがみ教室  

10 時～12 時（6Ｆ センター内） 

 

平成 28 年 6 月 16 日（木）「朝 顔」 

 

平成 28 年 7 月 7 日、14 日（木） 

   どちらか一日の参加です 

    「ほおずき」 

    

★お絵かきサロン 

  平成 28 年 6 月 10 日（金） 

10 時半～ （６F センター内） 

 

色鉛筆、好きな塗り絵等お持ちください。 

 

次回は 7月 15 日（金） 

開催予定 

 
 


