
●終了した講座・イベント（平成２０年度） 

 

 

講座、セミナー 

 

【春の男女共同参画セミナー】 

女性のためのアサーティ
ブトレーニング 

 自分も相手も大切にするアサーティブな自己表現
を身につけ、豊かな人間関係をつくるきっかけをつ
くる。 

対 象：女性 
定 員：３０人 
参加者：３５人（応募９１人） 
受講料：１，０００円 

日時 テーマ 講師 

１ 
５／１８（日） 
１０：００～１２：００ 

アサーティブな考え方を身につける 
～自由な私になろう～ 

２ 
５／２５（日） 
１０：００～１２：００ 

さわやかな自己表現の実際 
～自分の気持ちを言葉にしてみよう～ 

３ 
６／１（日） 
１０：００～１２：００ 

よりよい自己表現をめざして 
～豊かな人間関係を築く～ 

佐竹一予(人間環境大学附属臨床心
理相談室カウンセラー、臨床心理士)

 

キャリアアップセミナー 
わたし流「キレイ」のつ
くりかた 

仕事だけにがんばるのではなく、人としてもしなやかに魅力
的に生きるための仕事スタイルを探す。 

対 象：一般 
定 員：５０人 
参加者：４７人（応募５５人）
受講料：３，０００円 

日時 テーマ 講師 

１ 
６／７（土） 
１３：３０～１５：３０ 

あなたのはたらき方は会社やクライアントから共感を得ら
れる「仕事」ができていますか？ 
～賞味期限切れを起こす見た目だけの人生より、自分の個性
を活かし、ひとりの人間として同性からも支持される人生に
チャレンジ！～ 

加藤眞知子(名鉄観光サービ
ス株式会社名鉄観光留学セン
ター長) 

２ 
６月１４日（土） 
１０：００～１６：３０ 

“自分らしい”おしゃれで魅了するコツ 
～自分らしさで輝く条件～ 

高野優梨(有限会社グローバ
ルスタイル代表、イメージコ
ンサルタント) 

３ 
６月２１日（土） 
１０：００～１６：３０ 

コミュニケーションが楽しくなる！ 
～楽しく行こうよ！職場のコミュニケーションと人づきあ
い～ 

三厨万妃江(有限会社キャリ
ア・サポート代表取締役) 

 

男女共同参画セミナー 
変えよう、働き方！ 

誰もが働く喜びを感じられる社会となる方策を探る。 

対 象：一般 
定 員：４０人 
参加者：４１人（応募５３人）
受講料：１，０００円 

日時 テーマ 講師 

１ 
６／８（日） 
１３：３０～１５：３０ 

人間らしく働きたい！～多様化する雇用～ 中野麻美(弁護士) 

２ 
６／１５（日） 
１３：３０～１５：３０ 

パワハラ最新事情～なぜ起きる、どう対処する～ 
金子雅臣(労働ジャーナリス
ト) 

３ 
６／２２（日） 
１３：３０～１５：３０ 

変えよう、働き方！～ワーク･ライフ･バランス社会へ～ 
藤本哲史(同志社大学総合政
策科学研究科教授) 

 

公開講座 
パワーハラスメント（権力や地位を利用した嫌がらせ）
と対処法について考える。 

対 象：一般 
定 員：６０人 
参加者：４０人（応募４５人） 
受講料：５００円 

日時 テーマ 講師 

６／１５（日） 
１３：３０～１５：３０ 

パワハラ最新事情～なぜ起きる、どう対処する～ 金子雅臣(労働ジャーナリスト) 

 

 



公開講座（あいち国際女
性映画祭２００８プレイ
ベント） 

黒澤明監督が亡くなって１０年、改めて黒澤作品の素
晴らしさ・偉大さを感じる。 

対 象：一般 
定 員：２５０人 
参加者：２０８人（応募２４０人）
受講料：５００円 

日時 テーマ 講師 

７／２７（日） 
１４：００～１５：００ 

おすぎと野上で黒澤明を語る 
おすぎ(映画評論家) 
野上照代(あいち国際女性映画祭運
営委員) 

 

【冬の男女共同参画セミナー】 

男女共同参画セミナー 
毎日、笑顔で過ごすため
に～カラダとこころを元
気にしよう～ 

女性と男性の違いに目を向けて、女性の健康について考
える。 

対 象：女性 
定 員：各４０人 
参加者：１４０人（応募１８０人）
受講料：１，０００円 
（１回のみの参加は各５００円）

日時 テーマ 講師 

１ 
２／７（土） 
１０：００～１２：００ 

自分のカラダを理解する 
～こんなにも大きな女性ホルモンの働き～ 

伊藤富士子（国際セントラルクリ
ニック婦人科部長） 

２ 
２／１４（土） 
１０：００～１２：００ 

意外に多い身近な病気、膀胱炎・尿もれ・骨盤臓器脱 
～疑問解消・始めよう、セルフケア～ 

加藤久美子（名古屋第一赤十字病
院女性泌尿器科部長） 

３ 
２／２１（土） 
１４：００～１６：００ 

自分のペースで気持ちよく生きよう！ 
～女性のためのメンタルヘルス～ 

伊藤容子（八事クリニック院長）

 

交流ネットセミナー 
ウィルあいちセミナー等の受講修了生による自主活動
グループで組織された「ウィルあいち交流ネット」と
の共催により実施。 

対 象：一般 
定 員：１５０人 
参加者：   人（応募   人）
受講料：５００円 

日時 テーマ 講師 

２／７（土） 
１３：３０～１５：３０ 

夢ある未来を拓く 家庭と地球環境をつくるのはあな
た！ 
～科学技術立国を支える女性研究者と子どもたち～ 

佐々木政子（東海大学名誉教授） 

 

男女共同参画セミナー 
紫式部を通して見る平安
朝の“女”と“男” 

紫式部の生きた時代の“女”と“男”の関係を、『紫式部日
記』『紫式部集』『源氏物語』を通して読み解く。 

対 象：一般 
定 員：４０人 
参加者：６３人（応募７１人）
受講料：１，０００円 

日時 テーマ 講師 

１ 
２／１２（木） 
１３：３０～１５：３０ 

『紫式部日記』に見る主従関係 

２ 
２／１９（木） 
１３：３０～１５：３０ 

『紫式部集』に見る夫婦関係 

３ 
２／２６（木） 
１３：３０～１５：３０ 

『源氏物語』に見る恋愛関係 

久保朝孝（愛知淑徳大学教授）

 

公開講座 
仕事と家庭生活という両面において充実した生活をおくるた
めの「人生のタイムマネジメント」について考える。 

対 象：一般 
定 員：１００人 
参加者： ８３人（応募１１２人）
受講料：５００円 

日時 テーマ 講師 

２／２１（土） 
１３：３０～１５：３０ 

仕事も家庭もあきらめない 人生のタイムマネジメント実践
～自らの体験から語る～ 

佐々木常夫（株式会社東レ経営研
究所代表取締役社長） 

 

 

 

 

 



 
ものごとを論理的に考える！ 
～ロジカルシンキング～ 

ものごとを体系的に考え、それを論理的にわかりやす
くまとめて伝える技術を学ぶ。 

対 象：一般 
定 員：５０人 
参加者：５１人（応募９２人）
受講料：３，０００円 

日時 テーマ 講師 

「わかりやすく」説明する 
～なぜ、ロジカルシンキングが求められるのか？～ 

１ 
２／２８（土） 
１０：００～１６：３０ 

演習①ツールを身につける 
～ロジックツリーの種類と作成上のポイント～ 

演習②ツールを使いこなす 
～ロジックツリーで論理を展開する～ 

２ 
３／１（日） 
１０：００～１６：３０ 

ロジカルプレゼンテーション 
～ＰＲＥＰ法を使ってロジカルに話す～ 

内田友美(株式会社ＨＲイン
スティテュート取締役チーフ
コンサルタント) 

 

【地域の課題解決研究セミナー】 

地域の多文化共生社会づ
くり 

在住外国人と日本人が互いの文化や考え方などを理解し、
男女共同参画の視点から議論を重ね、提案書を作成する。

対 象：男女共同参画、ＮＰＯ、
地域活動に取り組んでいる方 
定 員：２０人 
参加者：２３人（応募２３人）
受講料：１，０００円 

日時 テーマ 講師 

１ 
１１／ ９（日） 
１０：００～１６：００ 

多文化共生社会づくりについて～県内の状況等～ 松宮 朝(愛知県立大学准教授) 

２ 
１１／１４（金） 
１０：３０～１５：００ 

フィールドワーク（豊田市保見団地） 
 ・日本語教室の運営について 
 ・外国人医療支援の現状について 

松宮 朝(愛知県立大学准教授) 
大谷かがり(外国人医療支援グ
ループ看護師) 

３ 
１１／３０（日） 
１０：００～１６：００ 

提案書作成に向けた討議 
乙部由子(財団法人あいち男女
共同参画財団専門官) 

４ 
１２／１２（金） 
９：３０～１２：３０ 

提案書発表と講評 松宮 朝(愛知県立大学准教授) 

 

【ウーマンネットワーク支援事業】 

ウーマンネットワーク支
援事業 

働く女性が、異業種間の交流を行い、毎回招くゲストのトー
クを楽しみながら視野を広げ、仕事や生き方の向上を目指
し、活力を培う。 

対 象：女性 
定 員：各回５０人 
参加者：９５人（応募１７５人）
参加費：１回２，０００円 

日時 テーマ 講師 

１ 
６／１（日） 
１３：３０～１６：３０ 

フェイス・トレーニングで第一印象を変える！ 
～顔のコリをほぐして自然な笑顔に～ 

遠山眞樹(有限会社ジュナコ
ーポレーション代表) 

２ 
３／８（日） 
１３：３０～１６：３０ 

演じる心でココロを開く 
～演劇コミュニケーション・ワークショップ～ 

鹿目由紀(劇団あおきりみか
ん主宰、劇作家、演出家) 

 

【女性のグループリーダー研修】 

グループの人間関係がラ
クになる！ 
アサーション＜自己表現
＞スキルとみんなが共感
する「ビジョン」のつく
り方 

グループを元気にする「ビジョン」のつくり方、共有のコツ
をワークショップで学ぶ。 

対 象：団体・グループ等で
活動している女性、またはこ
れから活動したい女性  
定 員：４０人 
参加者：４０人（応募５１人）
受講料：１人３，５００円 

日時 テーマ 講師 

１ 
２／２２（日） 
１３：３０～１６：３０ 

みんなが共感する「ビジョン」のつくり方 
木村真樹(コミュニティ・ユー
ス・バンクｍｏｍｏ代表理事）

２ 
３／３（火） 
１０：３０～１６：３０ 

３ 
３／１４（土） 
１０：３０～１６：３０ 

グループの人間関係がラクになる！アサーション・スキル 
～自分も相手も大切にする自己表現～ 

山口真人(南山大学人文学部
心理人間学科教授) 

 



【サテライトセミナー】 

 

ウィルあいちで開催していたセミナーを、これまで遠隔地等で参加できな
かった県民のために県内市町村で開催し、県内全域における男女共同参画
意識の高揚を図る。 

対 象：一般 
受講料：無料 
参加者：１,１６９人 

日時・開催市町村 テーマ 講師 

１ ７／４（金） 美浜町 母から娘へ伝えなければいけないこと 中島美幸(愛知淑徳大学) 

２ ７／５（土） 尾張旭市 知ってよかった年金のこと 船戸ゆかり(社会保険労務士) 

３ ７／２０（日） 小牧市 新米パパを応援！ママもよろこぶ！パパと子の
ふれあいクッキング 

昆野いく子(管理栄養士) 
石原敦美(ヨガ指導員) 

４ ８／２（土） 津島市 子どもたちの未来私たちの明日 
～童話を手がかりに～ 

中島美幸(愛知淑徳大学非常勤講
師) 

５ １２／６（土） 一宮市 知って得する防災知識～町内会の底力～ 
東嶋とも子(NPO 法人愛知県西部防
災ボランティアコーディネーター
ネットワークの会代表) 

６ １２／１４（日） 長久手町 源氏物語から千年、女と男 
変わらないこと、変えなければならないこと 

中島美幸(愛知淑徳大学講師。文学
博士。大府市・半田市・可児市の男
女共同参画審議会会長。長久手町男
女共同参画推進協議会委員) 

７ １／１０（土） 飛島村 男女共同参画の視点から見る飛島むらづくり 鶴田利恵(四日市大学准教授) 

８ １／３１（土） 愛西市 パパの子育て応援します！! 
～父親が子育てしていた江戸時代に学ぼう～ 

高田浩史(兼業主夫、岐阜県男女共
同参画２１世紀審議会委員) 

 

【女性団体協働事業】 

女性団体協働事業 女性関係団体と協働して、セミナーを実施する。 

対 象：一般 
定 員：８００人 
参加者：７４０人 
参加費：５００円（学生無料） 

日時 内容 講師 

４／２７（日） 
１３：３０～１６：２０ 

ベアテ・シロタ・ゴードンさん 映画＆トークの集い
ベアテ・シロタ・ゴードン 
池田桂子（ベアテさんを語る会副代
表、弁護士） 

 

女性団体協働事業 女性関係団体と協働して、セミナーを実施する。 

対 象：一般 
定 員：１００人 
参加者： ６７人 
参加費：５００円 

日時 テーマ 講師 

５／２８日（水） 
１４：００～１５：３０ 

知って得する防災知識～町内会の底力～ 
東嶋とも子(ＮＰＯ法人愛知県西部
防災ボランティアコーディネータ
ーネットワークの会代表) 

 

【男女共同参画社会支援セミナー】 

愛知県男女共同参画社会
支援セミナー 

男女共同参画社会の実現を図るために、女性問題に
ついての十分な認識と広い視野を持ち、県及び市町
村の政策決定や意思決定に関わることができる審議
会等委員への登用も可能な、女性の地位向上と社会
参画の推進役となる女性指導者を育成する。 

対 象：市町村の推薦を受けた人  
研究員：３７人 
受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

開講式・オリエンテーション  

１ ６／４（水） 

県行政「男女共同参画について」 
岩田敏子(愛知県県民生活部社会活動

推進課男女共同参画室長) 

身近な男女共同参画 石田好江(愛知淑徳大学教授) 

２ ６／１４（土） 

レポートの書き方、交流会 
乙部由子（財団法人あいち男女共同参

画財団専門官） 



株式会社デンソーの女性活用支援の実態、施設見学 株式会社デンソー人事担当者 
３ ７／８（火） 

ワーク・ライフ・バランスの実現 金井篤子(名古屋大学大学院教授) 

４ ８／２（土） 男女共同参画統計・データの活用 高橋由紀、森未知(国立女性教育会館)

女性の人権とＤＶ防止法 須藤八千代(愛知県立大学教授) 

５ ９／２７（土） 

ＤＶの相談事例 
石田ユミ（財団法人あいち男女共同参

画財団チーフ相談員） 

コミュニケーションを考える 都筑恵利子（株式会社ニューマンエナジー）
６ １０／９（木） 

２００８あいち男女共同参画のつどい  

女性の社会保障 
吉田江美（株式会社ＦＰ相談センター

代表取締役） 
７ １１／２２（土） 

女性と医療 
伊藤富士子(国際セントラルクリニッ

ク婦人科部長) 

地方自治のしくみと住民参加の町づくり 昇秀樹(名城大学教授) 

８ １２／２０（土） 

政策決定への女性の参画 
鈴木規子(愛知県女性地域実践活動交

流協議会会長) 

支援セミナー修了生の発表 
岡本一美、鈴木優子、松見直美（平成

１３年度修了生） ９ １／２４（土） 

地域実践活動交流協議会との交流会  

10 ３／１２（木） 個人レポート発表 修了報告会  

 

【女性のチャレンジサポート講座】 

女性の再就職応援セミナ
ー 

結婚・子育てで仕事を辞めたけれど、もう一度働きたい！
でも、どうしたらいいのか、何から始めていいのかわから
ない。そんな女性のためのセミナーです。全４回を通して
ご参加ください。託児つきですので、子育て中の方も安心
して受講できます。 

対 象：再就職を希望する女性
定 員：３０人 
参加者：３６人（応募４０人）
参加費：無料 

日時 テーマ 講師 

知っておこう！働くための基礎知識 
～社会保険、年収等～ 

船戸ゆかり(社会保険労務士) 

１ 
１１／１９（水） 
１０：３０～１５：００ 自分に向いている仕事を探す（１）～適性検査～ 

（厚生労働省一般職業適性検査） 
（矢田部ギルフォード性格検査） 

渡辺浩志(愛知県勤労会館職業
サービスセンター主査) 

自分に向いている仕事を探す（２） 
～検査結果で自己分析～ 

渡辺浩志(愛知県勤労会館職業
サービスセンター主査) 

２ 
１／２６（水） 
１１：００～１５：３０ 

上手に自己表現する～率直に、誠実に伝える～ 
刈本香緒莉(株式会社ヒューマ
ンエナジー) 

自分に合った働き方を見つける 
～仕事の探し方と就職相談事例～ 

安部とも子(あいちマザーズハロ
ーワーク子育て支援連携推進員) 

３ 
１２／３（水） 
１０：３０～１５：３０ 

表情で第一印象は決まる～好印象を与える自然な笑顔～ 
遠山眞樹(有限会社ジュナコー
ポレーション代表) 

４ 
１２／１０（水） 
１０：３０～１５：３０ 

主婦から支店長へ－再就職の秘訣～就職までのノウハウ
と、仕事と家庭の両立について考える～ 

大澤美紀(テンプスタッフ転身サ
ポート株式会社名古屋支店長) 

 

 

 

 

 

 

 



イベント 

 

【あいち国際女性映画祭２００８】 

世界で活躍する女性映画監督等を招き、女性の生き方や社会参加、女性と男性の相互理解などをテーマと

した作品２６作品（日本初公開は３作品）を上映、監督等によるゲストトークを実施するとともに、ＮＰＯ

との協働企画を実施した。新たな企画として映画祭のボランティアグループ「あいち国際映画祭アソシエ」

の自主企画として、子ども連れでも、子どもだけでもピクニック気分で映画を観られる場を作る「シネマ・

ピクニック」を実施した。さらに、地域的な広がりをもった映画祭とするため、小牧市、日進市、田原市、

北名古屋市、弥富市の５市でも開催。 

対 象：一般 
定 員：上映各回８００人 
参加者：１５,５３４人（内５市 ２,０６８人） 
入場料：上映１回前売８００円 当日１，０００円 
    （交流パーティーは２，０００円、ゲストトーク・シンポジウム等は無料） 

上映日時 作品名（国名） 監督名 

10:00 私たち生涯最高の瞬間（韓国） イム・スンレ 

14:00 シンガポール・ドリーム（シンガポール） イェン・イェン・ウー、コリン・ゴー 
９／３ 
（水） 

18:50 ストーン・エンジェル（カナダ） カリ・スコグランド 

10:00 秉愛（中国） フォン・イェン 

14:00 心理学者原口鶴子の青春（日本） 泉悦子 
９／４ 
（木） 

18:30 ファイター（デンマーク） ナターシャ・アーティー 

10:00 ボーン・イントゥ・ブロッセルズ（アメリカ・インド） ロス・カウフマン、ザナ・ブリスキ

14:00 ヒロイン（日本）ネコナデ（日本） 大森美香 
９／５ 
（金） 

18:30 今日という日が最後なら（日本） 柳明菜 

10:00 東京タワーオカンとボクと、時々、オトン（日本） 松岡錠司 

13:00 母べえ（日本） 山田洋次 
９／６ 
（土） 

19:00 アウェイ・フロム・ハー君を想う（カナダ） サラ・ポーリー 

10:00 それでもボクはやってない（日本） 周防正行 

ウ
ィ
ル
ホ
ー
ル 

９／７ 
（日） 14:00 ティラミス（オランダ） パウラ・ヴァンデルウスト 

10:00 水で書かれた物語（日本） 吉田喜重 

14:00 小梅姐さん（日本） 山本眸古 
９／３ 
（水） 

18:30 日常（日本） 笹部香 

10:00 私たち生涯最高の瞬間（韓国） イム・スンレ ９／４ 
（木） 19:00 パリ、恋人たちの２日間（フランス・ドイツ） ジュリー・デルピー 

10:00 野良犬（日本） 黒澤明 

14:00 おかあさん（日本） 成瀬巳喜男 
９／５ 
（金） 

18:30 ティラミス（オランダ） パウラ・ヴァンデルウスト 

10:00 ファイター（デンマーク） ナターシャ・アーティー ９／６ 
（土） 14:00 空想の森（日本） 田代陽子 

10:00 シンガポール・ドリーム（シンガポール） イェン・イェン・ウー、コリン・ゴー 

大
会
議
室 

９／７ 
（日） 14:00 ピンチクリフ・グランプリ（ノルウェー） イヴォ・カプリノ 

 
共催市会場 

田原文化会館 

 
９／６ 
（土） 

13:00 ティラミス（オランダ） パウラ・ヴァンデルウスト 

北名古屋市 

 
９／６ 
（土） 

13:00 私たち生涯最高の瞬間（韓国） イム・スンレ 



弥富市 

 
９／６ 
（土） 

13:30 シンガポール・ドリーム（シンガポール） イェン・イェン・ウー、コリン・ゴー 

小牧市 

 
９／７ 
（日） 

13:30 私たち生涯最高の瞬間（韓国） イム・スンレ 

日進市 

 
９／７ 
（日） 

13:30 ファイター（デンマーク） ナターシャ・アーティー 

 
ゲストトーク等 

日時 内容 ゲスト等 

12:05 
「私たち生涯最高の瞬間」 
ゲストトーク 

イム・スンレ 

15:20 「小梅姐さん」ゲストトーク 山本眸古 

15:45 
「シンガポール・ドリーム」 
ゲストトーク 

アリス・リム・チェン・ペン 

９／３ 
（水） 

19:45 「日常」ゲストトーク 笹部香、中山功太 

11:55 「秉愛」ゲストトーク フォン・イェン 

12:05 
「私たち生涯最高の瞬間」 
ゲストトーク 

イム・スンレ 

15:35 
「心理学者原口鶴子の青春」 
ゲストトーク 

泉悦子 

９／４ 
（木） 

20:05 「ファイター」ゲストトーク ナターシャ・アーティー 

15:50 「ネコナデ」ゲストトーク 大森美香 

20:00 「ティラミス」ゲストトーク パウラ・ヴァンデルウスト ９／５ 
（金） 

20:20 
「今日という日が最後なら」 
ゲストトーク 

柳明菜 

11:35 「ファイター」ゲストトーク ナターシャ・アーティー 

16:10 「空想の森」ゲストトーク 田代陽子 
９／６ 
（土） 

16:15 「母べえ」ゲストトーク 山田洋次、野上照代 

11:45 
「シンガポール・ドリーム」 
ゲストトーク 

アリス・リム・チェン・ペン 

12:25 
「それでもボクはやってない」 
ゲストトーク 

周防正行 

９／７ 
（日） 

15:30 「ティラミス」ゲストトーク パウラ・ヴァンデルウスト 

 

【ウィルあいちフェスタ２００８】 

対 象：一般 
参加団体：県内を中心に活動するグループ 
参加者：１,０３６人 

入場料：原則として無料 

日時 内容 

１１／１５（土） 
９：３０～１６：３０ 

２５団体による意見発表会、講演、発表会、講習会、ワークショップ等を実施。
（講演会・講習会等  団体、活動発表等 団体、その他 団体） 

 

 

 

 

 

 



【情報ライブラリーフェスタ】 

情報ライブラリーフェスタ 
毎年６月の男女共同参画週間、及び１０月の愛知県男女共同参画月間にちなみ、男女
共同参画社会に対する意識を啓発し、女性に関わるさまざまな問題への対応に役立つ
情報を発信する。 

日程 内容 講師 

１ 
６／２４（火）～ 
６／２９（日） 

女性（わたし）のチカラ、チャレンジで発揮！ 
（パネル展示、視聴覚コーナー、情報発信コーナー）

 

１０／１（水）～ 
１０／３１（金） 

知ってほしい乳がんのこと 
（パネル展示、情報発信コーナー） 

 

２ 
１０／１９日（日） 
１３：３０～１５：１５ 

講演会「知ってほしい乳がんのこと～あなたとあなた
の大切な人を乳がんから守るために～」 

松田寿美子(ＮＰＯ法人Ｊ．Ｐ
ＯＳＨ事務局長) 

 

 

女性問題相談員支援事業 

 

【市町村女性問題相談員実務研修】 

市町村女性問題相談員実
務研修 

県内市町村で、女性問題を中心に相談を受ける相談員及
び市町村女性センター相談員を対象として、実務研修を
実施する。 

対 象：女性問題に関する相談員
定 員：各３０人 
参加者：５９人（応募５９人） 
受講料：無料 

日時、場所 テーマ 講師 

講演「女性を取り巻く社会環境と課題」 吉田あけみ(椙山女学園大学教授)

講義「女性の視点を生かした相談とは」 ウィルあいち相談員 １ 
９／３０（火） 
１０：００～１６：００ 
ウィルあいち 

グループワーク ウィルあいち相談員 

講演「離婚調停の実際を知る」 山田麻紗子(日本福祉大学准教授)

２ 
１／２２（木） 
１０：００～１５：３０ 
レディヤンかすがい 

演習「より有効に機能する相談のあり方を考える 
   －構成事例から－」 

ウィルあいち相談員 

 

【女性問題相談員ネットワーク事業】 

女性問題相談員ネッ
トワーク事業 

ＤＶを含め女性の人権を侵害するさまざまな
問題の解決を図るため、官民の相談員や専門
家のネットワークづくりに寄与する。 

対 象：市町村の相談員、ＮＰＯ等民間団体、
弁護士等 
定 員：１２０人 
参加者： ８７人（応募１０２人） 
受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

分科会１「ＤＶ被害者支援を考える 
     ～連携支援を目指して～」 
 テーマ１「窓口対応・電話相談における支援」
 テーマ２「緊急時（一時保護）及び面接相談に

おける支援」 
テーマ３「サポートグループにおける支援」 

加藤伊都子(フェミニストカウンセリング堺相談員)、 
ウィルあいち相談員 
鈴木文子(四日市市男女共同参画センター婦人相談員)、
ウィルあいち相談員 
中山未知(東京女子医科大学附属女性生涯健康センター
心理士）、ウィルあいち相談員 

報告会「分科会の報告と意見交換会」 

加藤伊都子(フェミニストカウンセリング堺相談員)、 
鈴木文子(四日市市男女共同参画センター婦人相談員)、
中山未知(東京女子医科大学附属女性生涯健康センター
心理士）、ウィルあいち相談員 

１２／１７（水） 
１０：００～１６：４０ 

講演「被害者への理解 
～こころとからだのサポート～」 

加茂登志子(東京女子医科大学附属女性生涯健康センタ
ー所長、精神科医) 

 


