
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女
ひと

と男
ひと

グッドパートナーいきいき通信 

  
 

 

 

人がだれかのために何かをする喜びを・・・ 

NPO法人 創業未来会議室 

 

今回お話を伺ったのは、湖南市・甲賀市・竜王町・

日野町を中心に女性活躍推進をめざした活動をされ

ている「NPO 法人 創業未来会議室」。設立に至っ

た経緯、これからめざす方向などについて、理事長

の松本さんにお話を伺いました。 

 

夢やアイデアをそのままで終わらせたくない 

創業未来会議室は、創業・起業を志す人たちのた

めの「話し合いの場」として 2017 年 3 月に設立さ

れました。１つの場所に集まった人たちが、それぞ

れの持つ夢やアイデアを共有し、考え、話し合うこ

とで、次のステップに進んでいけるような仕組をつ

くりたいという想いがそこにはありました。 

◆C☆love（クラブ）活動 

 主に創業・起業を考えている女性を対象にした勉強

会。次回はファブリカ村村長 北川陽子さんを講師

に迎えて開催予定。 

◆３分間プレゼン大会 around湖南＠今プラス 

 社会への取組、自己の強みなどの情報について、収

集と拡散を目的としたプレゼンテーション大会。毎

回 20 名以上が集まり積極的な情報交換の場に。 

◆女性のためのビジネス読書会 

 本を使って話をする、話を聴く、読んだ本からヒン

トを得ることをめざした読書会。男性も参加可能。 

◆人生 100年時代を生きるための講座 

 女性が将来多様な選択を可能にするため、キャリア

形成にかかわる学びを提供。2019 年度は「贈与・

相続の基礎知識」「マネー＆キャリアセミナー」「投

資の基礎知識」「終活の基礎知識」などを予定。 

NPO 法人 創業未来会議室 

（ 事務所 ）湖南市岩根４９９－１８４ 
 ホームページ http://fcrsb.jimdo.com/ 
 電話     ０７４８－６０－５２１７ 
 メール    m_mac@nifty.com 

2018 年度事業報告 

 男女共同参画は身近なテーマです 

NEXT ⇒ 

松本さん：多種多様な働き方・輝き方が可能な社会を

作るという活動のなかで、「女性は、出産・育児など

といった大きなイベントがあり、自分のキャリアを

中断しなければならない」という葛藤・不安を多く

の女性が持っています。そうした女性に向けては、

「今ある自分がすべてではない。変化に対応しなが

ら、5 年後、10 年後の姿を意識して将来の夢の準

備をすること」を伝えています。 

変化のときには、「今、ここ」だけに意識が向きが

ちになります。しかし、自分を俯瞰すること、生活

のなかのワーク・ライフ・バランスを見直すことで、

不安や葛藤が和らぎ、今やるべきこと、今できるこ

とが見えてくるはずです。 

今後の活動予定は… 

現在は、自分の夢やアイデアを仲間と共有し共に

考え、話し合えるといった対話の場づくり、基礎教

育の修了後の生涯にわたっての学びの場づくり（リ

カレント教育<学び直し>）に取り組んでおられます。

今後は、それらを通して、現在や将来の不安や葛藤

を和らげ、次のステップへの“きっかけ”と“発見

（気づき）”の機会を作っていきたいそうです。 
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働く場、子育て、介護、防災、地域…くらしを新しい視点で見つめ直すための講座に参加しませんか？男女

共同参画講座では託児サービス（無料）も利用いただけます。子育て中のかたも気軽にどうぞ！ 

ご希望のかたには講座情報をメールでお送りしています。くわしくは人権擁護課へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

７月 26 日（木曜日）午後２時～ 

（サンライフ甲西） 

昨年度も大好評だった、ビジネスコーチ

である栗栖佳子さんによるコミュニケー

ション講座！女性が無意識のうちに縛ら

れている価値観の枠組みをはずし、一

歩先へ進むためのヒントを教えていただ

きました。   

 

 

 

 

 

 

 

 

８月１日（水曜日）～２日（木曜日） 

地域まちづくり協議会・区など地域の皆さんや市職員が参加した、災害時におけ

る男女共同参画を考える講座。「災害対応＝男の仕事、専門職や担当者の仕

事」という考え方を見直し、多様な視点を活かすことが、災害にも強いまちづくり

の第一歩です。 

 
 
 

 

 

 

９月 18 日（火曜日）午後２時～ 

（サンライフ甲西） 

介護（ケア）はすべての人に訪れるライフイベント。家族介護モデルの変化や

介護離職についてジェンダーの観点から読み解くとともに、家族介護の現状と

課題、これからの介護者支援について学びました。 

 

その２ 災害リスク軽減のための男女共同参画研修 

    講師：ＮＰＯ政策研究所専務理事 相川康子さん 

・地域の防災訓練のやり方を変えられそう。 

・女性だけでなく、障がい者や高齢者等多くの参画が必要であることを再認識。 

・災害時はすべての人が当事者、元気であってもケガをしたら要援護者。 
参加者の声 

その１ プライベートも仕事も成功する魔法のコミュニケーション術  

    講師：株式会社 宙（SORA）代表取締役 栗栖佳子さん 

・“～するべき”にとらわれすぎないように自分と向き合ってみようと思う。 

・自分がどうなりたいか、という目標を持って取り組むことの重要性に気づけた。 

 

・年代もさまざまな人と、考え方の違いを楽しみながら話し合えた。 参加者の声 

その３ 仕事と介護～つながりを豊かにするワーク・ケア・ライフ・バランス～ 

    講師：立命館大学産業社会学部教授 斎藤真緒さん 

・夫婦で 10年後のことを少しずつ話し合う時間を持ちたいと思った。 

・介護による離職の問題が挙がっている話はとても勉強になった。 

 ・介護をする人に経済的・社会的・精神的に支援する政策が必要。 

参加者の声 



  

 

 

 

11月 20日（火曜日）午後２時～ 

（サンライフ甲西） 

働き方改革関連法案成立によって何が変わるのか、効率的に進めるために使える助成制度はあるのか、これからの労

使関係は？などについて説明会＆個別相談会を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

11月２日（金曜日）午前 10 時～ 

（サンライフ甲西） 

子育てにかかる経費、知っておきたい控除・扶助について学び、参加者同

士が模擬家族になってライフプランを立ててみるワークショップを行いまし

た。 

 

12月 18日（火曜日）午後２時～ 

（サンライフ甲西） 

今と昔の子育てで変わったこと・変わらないこと、祖父母の役割、地域の孫育

て（じたまご《自他孫》育て）、妊産婦のメンタルヘルスなどについてお話いただ

きました。実際の赤ちゃんと同じ重さの人形を抱っこする体験もあり、「なつか

しい！」の声があがりました。 

 

その５ Ｈｏｗ Ｔｏ 働き方・休み方改革 

    講師：滋賀労働局、働き方・休み方改善コンサルタント 

その４ 子育て世代が知っておきたい これからのライフプラン・マネープラン  

    講師：ファイナンシャル・プランナー 佐伯忠史さん 

参加者の声 

・ライフプランを立てて未来を考える事で、お金の必要になる時期が 

よく分かり、計画の大切さを実感した。 

 

・ライフプランは、家庭ごとに違うので、夫と話し合うきっかけにしたい。 

その６ 孫育て講座～イマドキおじいちゃん・おばあちゃんの新常識～ 

    講師：一般社団法人滋賀県助産師会 伊藤あさゑさん、渕元純子さん 

・育て方も少しずつ変わっているので、違いを知るということが 

大切だなぁと思った。 

・今どきじじばばとして明るく楽しく接していきたい。 

・娘への小言ベスト３、ドキッとした。 

参加者の声 

その６ 多様化する家族～『道徳』教科書から考えるジェンダー平等とは？～ 

    講師：神戸学院大学教授 神原文子さん 

・何を子どもに伝えたいか、そのために大人がまずどうあるべきか 

考えたい。 

・自らの経験が常識として貼りついてしまっている怖さを感じた。 

・多様性を認めることが「道徳」であると、改めて感じた。 

参加者の声 

３月５日（火曜日）午後６時 30分～ 

（石部まちづくりセンター） 

2018年４月から小学校では「特別の教科 道徳」が始まりました。 

いまの道徳の教科書はどんなもの？ 

「道徳教科書」に描かれる家族像、描かれない家族像を中心に、ジェンダーの

視点からお話いただきました。 



◆出前講座◆ 
 

ご利用ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

2019 年 4月 4 日、18日 10 月 3 日、17日 

5 月 9 日、23日 11 月 14 日、21日 

6 月 6 日、20日 12 月 12 日、19日 

7 月 4 日、18日 2020 年 1月 9 日、23日 

8 月 1 日、22日 2 月 6 日、20日 

9 月 5 日、19日 3 月 5 日、19日 

【問い合わせ先】  
〒520‐3195 湖南市石部中央１－１－１ 
湖南市人権擁護課 
TEL ０７４８（７７）８５１２  
FAX ０７４８（７７）４１０１ 
Ｅメール jinken@city.shiga-konan.lg.jp  

 (メールアドレス QR コード) 

◆パネル・ＤＶＤ◆ 

お借りいただけます 

 

パネルを作成しました 

一人ひとりの顔や姿が違うように、一人ひとりの性も違います。 

自分のなかの性もいろいろ分解して考えることができます。 

●生物学的性…生まれついた身体の機能や特徴のこと 

●性自認………自分がどんな性かという自覚のこと 

●性表現………社会が決めている「らしさ」のこと 

●性指向………どんな人に惹かれるかということ 

 

性のありようはわかっているようで、わかっていないことの一つ。 

まずは「性別は二つではない」というところから始めていきましょう。 

・・・TIME HAS COME 多様な性と生について考える・・・ 

秘密は守ります 女性の悩み相談 

2019年度 相談日カレンダー             ※すべて木曜日 

■時間 

①午後２時３０分～３時３０分 

②午後３時３０分～４時３０分 

■場所 

 石部まちづくりセンター 

女性のための無料相談です。 

一人で悩まず、一度ご相談ください！ 

秘密は守られます。 

予約制です。事前に人権擁護課へお電話ください。 

☎ ０７４８－７７－８５１２ 

人権擁護課では男女共同参画をはじめ、さまざまなテーマの人権に関するパネルやＤＶＤ 

の無料貸出を行っています。 

地域や団体での研修にお使いください！リストは「湖南市 人権ＤＶＤ」で検索できます。 

男女共同参画に関する理解と認識を深める市職員による出前講座です。 

日時や内容は相談に応じます。できるだけ開催の 1 か月前までにお申し込みください。 

対象：市内在住・在勤・在学の５人以上のグループ 

 


