
●終了した講座・イベント（平成２２年度） 

 

 

講座、セミナー 

 

【前期男女共同参画セミナー】 

サクセスフル・エイジン
グ～生き生きと歳をかさ
ねるために～－心構え編
－ 

 健康で毎日を溌剌と過ごすために日頃から気をつけるべ
きことを「保健医療」「コミュニケーション」「ストレス」
の専門家に聞き、学んだ。 

対 象：一般 
定 員：４０人 
受講料：１，８００円 

日時 テーマ 講師 

１ 
５／２９（土） 
１０：００～１２：００ 

健康長寿をめざして 
遠藤英俊（独立行政法人国立
長寿医療研究センター内科総
合診療部長） 

２ 
６／５（土） 
１４：００～１６：００ 

コミュニケーションで地域力をみがく 
平野美保（ひらきプランニン
グ株式会社取締役） 

３ 
６／１２（土） 
１４：００～１６：００ 

上手なストレス管理で心も体も健康 
半田容子（八事クリニック院
長） 

 

サクセスフル・エイジン
グ～生き生きと歳をかさ
ねるために～－実技編－ 

 健康で生き生きと年齢を重ねていくための日々の運動と
食事について専門家の指導のもとに体験した。 

対 象：一般 
定 員：４０人 
受講料：３，０００円 

日時 テーマ 講師 

１ 
６／１７（木） 
１０：３０～１２：００ 

体を元気にする筋肉づくり 
二宮三奈子（財団法人あいち
男女共同参画財団指導員） 

２ 
６／２４（木） 
１０：００～１２：３０ 
１３：３０～１６：００ 

脳を元気にする料理 
後藤かをり（ＦＯＯＤ ＯＦ
ＦＩＣＥ ＴＡＢＬＩＥＲ代
表） 

 

韓流ドラマを十倍楽し
む！ 

韓流スターたちの素顔や韓流ブームの移り変わりなどを
読み解きながら、韓国の社会情勢や女性たちの生き方を学ん
だ。 

対 象：一般 
定 員：４０人 
受講料：１，２００円 

日時 テーマ 講師 

１ 
７／１１（日） 
１３：３０～１５：３０ 

韓流スターたちの素顔 
古家正亨（ラジオＤＪ、韓国
観光名誉広報大使） 

２ 
７／１７（土） 
１３：３０～１５：３０ 

韓流と女性－韓国社会を解き放つ 金相美（名古屋大学准教授）

 

公開講座 
韓国スターたちの秘話や最前線での仕事の内容、人気俳

優の魅力や女優の置かれている状況について学んだ。 

対 象：一般 
定 員：１２０人 
受講料：６００円 

日時 テーマ 講師 

７／１１（日） 
１３：３０～１５：３０ 

韓流スターたちの素顔 
古家正亨（ラジオＤＪ、韓国
観光名誉広報大使） 

 

キャリアアップセミナー 
言われる前に動く！～
「自律型人材」育成セミ
ナー～ 

組織の中で求められている役割を再認識し、仕事の問題解
決の基本、組織を活性化するコミュニケ－ションや成果を高
めるチームワークを学びながら、自律型人材に変身するため
のスキルアップを図った。 

対 象：一般 
定 員：５０人 
受講料：５，０００円 

日時 テーマ 講師 

１ 
６／６（日） 
１０：００～１６：３０ 

ワンランク上の仕事をし、後輩のお手本となろう！ 
主体的に職場の問題を発見し解決しよう！ 

２ 
６／１３（日） 
１０：００～１６：３０ 

対人力を高めて、現場力を高めよう！ 
チームワークを高めて大きな成果を出そう！ 

松下直子（株式会社オフィス
あん代表取締役、社会保険労
務士、人事コンサルタント）



 

公開講座 
全国でも珍しい、女性だけで演じる「名古屋むすめ歌舞伎」

を結成した講師から、むすめ歌舞伎を旗揚げしたときの想
い、女性が演じることによる歌舞伎の魅力や苦労を聞いた。

対 象：一般 
定 員：１００人 
受講料：６００円 

日時 テーマ 講師 

７／３（土） 
１３：３０～１５：３０ 

女性の創る歌舞伎の新しい魅力 ～市川櫻香～ 
市川櫻香（ＮＰＯ法人むすめ
かぶき代表理事） 

 

【後期男女共同参画セミナー】 

婚活とは？ 
結婚を願う人は多いが、未婚者が増えている現状を分析

し、結婚しやすい社会にするにはどうしたらいいのかを考え
ると共に結婚能力のコツ（コミュニケーション）を学んだ。

対 象：一般 
定 員：４０人 
受講料：１，８００円 

日時 テーマ 講師 

１ 
１／３０（日） 
１３：３０～１５：３０ 

婚活とは？ 

２ 
２／６（日） 
１３：００～１６：３０ 

婚活力からコミュニケーションを学ぶ 

大橋清朗（ＮＰＯ法人花婿学
校代表） 

 

男女共同参画基本計画
（第３次）から見えてく
るもの 

男女共同参画基本計画（第３次）が策定され、私たちにと
って生きやすい社会にするにはどうしたらいいのか、今後の
男女共同参画の目指すものと強調すべき視点、男性や子ども
たちが幸せに暮らせる社会にするにはどうしたらいいのか
を考えた。 

対 象：一般 
定 員：４０人 
受講料：１，５００円 

日時 テーマ 講師 

１ 
２／２０（日） 
１３：３０～１５：３０ 

男女共同参画基本計画（第３次）の目指すもの 鹿嶋敬（実践女子大学教授）

２ 
２／２７（日） 
１３：３０～１５：３０ 

男性が家庭や地域でイキイキと輝くために 東珠実（椙山女学園大学教授）

３ 
３／６（日） 
１４：００～１６：００ 

男女共同参画時代に生きる子どものために大人ができるこ
と 

林陽子（中部学院大学教授）

 

公開講座 
男女共同参画基本計画（第３次）策定に関わった講師に、

策定の経緯を聞き、今後の男女共同参画の目指すものを考
えた。 

対 象：一般 
定 員：１２０人 
受講料：６００円 

日時 テーマ 講師 

２／２０（日） 
１３：３０～１５：３０ 

男女共同参画基本計画（第３次）の目指すもの 鹿嶋敬（実践女子大学教授） 

 

ロジカルコミュニケーシ
ョン～コミュニケーショ
ン能力を高め、社会人基
礎力をアップさせよう！
～ 

ビジネスシーンで相手にとって「わかりやすく」「納得さ
せるプロセス」を身に付けるために、ロジカルコミュニケー
ション（自分のコミュニケーション傾向を認識して、体系立
て、論理的に考えること）について学んだ。 

対 象：問題解決を図るロジ
カルな対話力を高めたい方定
員：５０人 
受講料：５，０００円 

日時 テーマ 講師 

１ 
２／１９（土） 
１０：００～１６：３０ 

２ 
２／２０（日） 
１０：００～１６：３０ 

ロジカルコミュニケーション 
講義と演習（ペアやトリオ、グループでのワーク） 

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) 

 

公開講座 
イクメンを実践している講師からその思い、夫をイクメ

ンにするためのコツや、子育て体験談などを聞いた。 

対 象：一般 
定 員：１００人 
受講料：６００円 

日時 テーマ 講師 

１／２２（土） 
１３：３０～１５：３０ 

息子３人！アナウンサー夫婦 子育て奮闘物語 
笠井信輔（フジテレビアナウ
ンサー） 



 

【地域の課題解決研究セミナー】 

情報発信のススメ―あな
たの「伝えたい！」を映
像にしてみませんか― 

日常を見直し、自分自身を捉え直し、ひいては地域を、
あるいは社会を問い直すきっかけになるようなショート
ストーリーを、写真とナレーションの組み合わせで一緒
に創るワークショップ。 

対 象：地域で活動してい
る、または何らかの活動をこ
れから考えている方で、デジ
タルカメラ撮影ができる人 
定 員：２０人 
受講料：３，５００円 

日時 テーマ 講師 

１ 
１０／３（日） 
１０：３０～１５：３０ 

講義とワークショップ 
・デジタル・ストーリーの世界 
・写真と声のワークショップ 

２ 
１０／１６（土） 
１０：３０～１５：３０ 

ワークショップと実習 
・ストーリー・ワークショップ 
・物語の構成 

３ 
１０／１７（日） 
１０：３０～１５：３０ 

実習 
・パソコンでの編集 
・ミニシアターでの試写会 

小川明子（愛知淑徳大学准教
授）、伊藤昌亮（愛知淑徳大
学准教授）、溝尻真也（愛知
淑徳大学常勤講師） 

 

【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、活力を培った。 

対 象：女性 
定 員：各回５０人参加費： 
１・２ １回１，７００円 
３・４ １回１，４００円 

日時 テーマ 講師 

１ 
６／５（土） 
１３：３０～１６：３０ 

こころに響く！「ほめ方」「叱り方」 
齋藤直美（株式会社ミュゼ代
表取締役） 

２ 
６／１９（土） 
１３：３０～１６：００ 

「浅田家」流！思い出をつくる写真術 ～写真でもっと楽し
もう、つながろう～ 

浅田政志（写真家） 

３ 
１／３０（日） 
１３：３０～１６：３０ 

ワークショップ「チョコレートの来た道」～美味しいチョコ
の苦い話とフェアトレード～ 

土井ゆきこ（「名古屋をフェア
トレード・タウンにしよう会」
発起人・フェアトレード・シ
ョップ風〝s主宰） 

４ 
２／２６（土） 
１３：３０～１６：３０ 

しなやかにエコスタイルを創る女性たち～共感空間をつく
る～ 

新海洋子（環境省中部環境パ
ートナーシップオフィスチー
フプロデューサー） 

 

【女性のグループリーダー研修】 

リーダーのためのファシ
リテーション講座～グル
ープを元気にするファシ
リテーション・スキル～ 

グループ内の意見を引き出すファシリテーションのスキ
ルを使って、グループ活動の中で起きるいろいろな問題を考
え、解決のヒントを探った。 

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 
受講料：１人４，０００円 

日時 テーマ 講師 

１ 
６／１２（土） 
１３：３０～１６：３０ 

語りあおう！グループ活動のこと 
～悩みや問題点を明らかにする～ 

２ 
６／２０（日） 
１０：３０～１６：３０ 

ファシリテーション・トレーニング（１） 
～解決方法を探り、未来を展望する～ 

小山田奈央（クレセント・ワ
ークス代表） 

３ 
６／２７（日） 
１０：３０～１６：３０ 

ファシリテーション・トレーニング（２） 
～グループを元気にするファシリテーション・スキル～ 
 
リーダーのベストプラクティス～事例発表と交流会～ 

小山田奈央（クレセント・ワ
ークス代表） 
新海洋子（環境省中部環境パ
ートナーシップオフィスチー
フプロデューサー） 
岡本一美（ＮＰＯ法人地域福
祉サポートちた事務局長） 

 

 

 



【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った。 

対 象：一般 
受講料：無料 

日時・開催市町村 テーマ 講師 

１ ７／４（土） 江南市 ワーキングマザーの子育て日記 
堀江美穂(ＺＩＰ－ＦＭミュー
ジックナビゲーター) 

２ １０／３（日） 長久手町
ワーク・ライフ・バランス―夫婦で子育て―イクメン
で家族仲よし 子どもイキイキ 

高田浩史(学びの教室主宰、兼
業主夫) 

３ １０／２２（金） 田原市
楽々ライフは黄金比から～誰もが輝ける家庭と社会
を目指して～ 

林陽子(中部学院大学教授) 

４ １２／１１（土） 一宮市
パパの子育て応援します～イクメンで夫婦仲良し、子
どもイキイキ～ 

高田浩史(学びの教室主宰、兼
業主夫) 

５ １２／１１（土） 岡崎市 なぜ男は暴力を選ぶのか 沼崎一郎（東北大学教授） 

６ １２／１８（土） 安城市
子育て イクメン ワーク・ライフ・バランス～みん
なが元気になる方法～ 

吉田良生（椙山女学園大学教
授） 

７ ２／５（土） 春日井市 男女がともに自分らしく輝けるまちをめざして 後藤澄江（日本福祉大学教授）

８ ２／９（水） 知立市
見つめてみよう 世界の家族 考えてみよう 日本
の家族 

中島美幸（愛知淑徳大学非常勤
講師） 

９ ２／１９（土） 新城市
座談会 地域で支えあう子育て 子どもたちの笑顔
はみんなの笑顔 

佐野真一郎（豊橋創造大学短期
大学部幼児教育・保育科教授）

10 ２／２６（土） みよし市
語り部から阪神淡路大震災の教訓を学ぶ ～男女で支
える地域のつながりと備え～ 

山崎主知子（財団法人兵庫震災
記念２１世紀研究機構人と防
災未来センター) 

11 ２／２７（日） 弥富市 オペラでつづる法律のお話 大塚錥子(弁護士) 

 

【協働事業】 

協働事業 女性関係団体と協働して、セミナーを実施した。 
対 象：一般 
参加費：５００円 

日時 内容 講師 

５／１８（火） 
１３：３０～１５：３０ 

ＣＯＰ１０ 生物（生命）多様性はなぜ重要なのか？ 
愛知県女性地域実践活動交流協議会 

羽後静子（中部大学准教授） 

 

協働事業 女性関係団体と協働して、セミナーを実施した。 

対 象：女性（既に起業して
いる、起業を考えている、家
族の事業をサポートしてい
る方） 
参加費：無料 

日時 テーマ 講師 

７／２２（木） 
１３：００～１５：２０ 

The Women's Seminar 
日本政策金融公庫名古屋支店 国民生活事業、名古屋
商工会議所、愛知県商工会連合会 

基調講演 脇田由紀子（株式
会社日本政策金融公庫一宮
支店長） 
パネリスト 伊藤鷹代（キャ
リアコンサルタント（ＪＣＤ
Ａ）、産業カウンセラー）大
西優香子（NPO 法人ほっとポ
ケット代表理事、介護福祉
士） 

 

協働事業 女性関係団体と協働して、セミナーを実施した。 
対 象：一般 
参加者：５５人 
参加費：無料 

日時 テーマ 講師 

１０／２（土） 
１３：３０～１５：３０ 

女性と環境行政～草の根からグローバルな活動へ～ 
ＮＰＯ法人ウィル２１フォーラム 

堂本暁子(前千葉県知事) 
稲垣隆司（前愛知県副知事） 

 

交流ネットセミナー 男女共同参画セミナー等の受講修了生による自主活動グ 対 象：一般 



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。 

参加者：２０２人 
参加費：５００円 

日時 テーマ 講師 

１１／１３（土） 
１３：００～１４：３０ 

塀の中の現実に見る 日本の社会 
ウィルあいち交流ネット 

山本譲司(作家・元衆議院議
員) 

 

協働事業 女性関係団体と協働して、セミナーを実施した。 
対 象：一般 
参加者：３９人 
参加費：１，７００円(軽食付)

日時 テーマ 講師 

１２／１９（日） 
１３：３０～１５：３０ 

自分らしく生きるために～ＡＢＣクッキングとわたし～ 
志村なるみ(ＡＢＣホールデ
ィングス取締役) 

 

交流ネットセミナー 
スキルアップ講座 

女性関係団体と協働して、セミナーを実施した。 
対 象：一般 
参加者：４５人 
受講料：５００円 

日時 テーマ 講師 

１／１５（土） 
１３：３０～１５：３０ 

社会を変える～しあわせになるために～ 
ウィルあいち交流ネット 

横井暢彦((有)ワッツビジョ
ン社長) 

 

協働事業 女性関係団体と協働して、セミナーを実施した。 
対 象：一般 
参加者：３９人 
参加費：５００円 

日時 テーマ 講師 

１／１８（火） 
１０：３０～１２：００ 

こんな時どうやって守る？～おんなの権利～ 
愛知県女性地域実践活動交流協議会 

山田万里子(弁護士) 

 

協働事業 女性関係団体と協働して、セミナーを実施した。 
対 象：一般 
参加者：１６５人 
参加費：無料 

日時 テーマ 講師 

３／５（土） 
１３：３０～１５：３０ 

女性フォーラム ロスト・シングル～一人残された男の自立
～ 
読売新聞社 

垣添忠生(元国立がんセンタ
ー総長) 

 

【男女共同参画人材育成セミナー】 

愛知県男女共同参画人材
育成セミナー 

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
を育成した。 

対 象：市町村の推薦を受け
た人  
研究員：３６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 ６／３（木） 

男女共同参画行政の概要について 

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) 

少子化の克服と男女共同参画 林陽子(中部学院大学教授) 

２ ６／１９（土） 

研究レポートについて①・交流会 
金田文子（財団法人あいち男

女共同参画財団専門官） 

女性と人権 ドメスティック・バイオレンス 

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) 
３ ７／３（土） 

女性と社会保障 船戸ゆかり(社会保険労務士) 



多様な主体による地域経営 

～市民の力を地域づくりに活かしていくには～ 

三島知斗世(NPO 法人ボランタ

リーネイバーズ理事・調査研

究部長) ４ ７／２４（土） 

研究レポートについて② 
金田文子（財団法人あいち男

女共同参画財団専門官） 

５ ８／７（土） 男女共同参画統計・データの活用 
高橋由紀 (国立女性教育会

館) 

ワーク・ライフ・バランス 
吉田良生(椙山女学園大学教

授) 
６ １０／９（土） 

ジェンダーとメディア・リテラシー 
小川明子(愛知淑徳大学准教

授) 

女性科学者の活躍～男女共同参画と性差の科学～ 功刀由紀子(愛知大学副学長) 

７ １１／６（土） 

研究レポートについて③ 
金田文子（財団法人あいち男

女共同参画財団専門官） 

グループ運営のためのコーチング・スキル 

浦野真奈美(㈱エ・ム・ズ取締

役コーチング・ファシリテー

ター) ８ １２／４（土） 

研究レポートについて④ 
金田文子（財団法人あいち男

女共同参画財団専門官） 

支援セミナー修了生の発表 
酒井信子、東嶋とも子、加藤

美幸(平成１５年度修了生) ９ １／２２（土） 

地域実践活動交流協議会との交流会  

10 ３／１５（火） 支援セミナー報告会・修了式  

 

【女性の社会参画支援事業】 

シングル女性の就職応援セミナ
ー 

働いたことのない若年女性を対象とした自立支援
のための講座を開催した。 

対 象：おおむね３５歳未満
のシングル女性 
定 員：４０人 
参加費：無料５００円 

Ａ日程／Ｂ日程 内容 講師 

１１／２４（水） １／２０（木）

１３：３０～１６：３０ 
就職（雇用）の現状と仕事の探し方 

安部とも子(あいちマザース
ハローワーク子育て支援連携
推進員) 

１１／２５（木） １／２１（金）

１３：３０～１６：３０ 
就職活動の心構え、自己分析と適職選択 

１１／２６（金） １／２５（火）

１３：３０～１６：３０ 
履歴書の書き方と面接対策 

山下夢都美(テンプスタッフ
転身サポート㈱キャリアコン
サルタント) 

１１／３０（火） １／２６（水）

１３：３０～１６：３０ 
表情で魅力を引き出す－第一印象をアップする－ 

遠山眞輝((有)ジュナコーポ
レーション代表) 

１２／１（水） １／２７（木）

１３：３０～１６：３０ 

職場でのコミュニケーション、基本のマナー・話し
方 

山下夢都美(テンプスタッフ
転身サポート㈱キャリアコン
サルタント) 

１２／９（木）、
１２／１６
（木）、１２／
２０（月）、１
／１４（金）、
１／２１（金） 

２／４（金）、
２／７（月）、
２／８（火）、
２／９（水）、
２／１０（木）

９：３０～１２：３０ 

パソコン基礎 インターネット基本操作、WINDOWS
基本操作、WORD 実習、EXCEL 実習 

安田倫代(名古屋情報メディ
ア専門学校講師) 

 

 



【女性の再チャレンジ支援事業】 

女性の再チャレンジセミ
ナー 起業コース 

子育てや介護でいったん仕事を中断した女性の社会参画
を支援するため、起業セミナーを開催した。 

対 象：起業をめざす女性 
定 員：２０人 
参加費：無料 

日時 内容 講師 

１２／２（木） 
１３：３０～１６：３０ 

１２／９（木） 
１３：３０～１６：３０ 

１２／１０（金） 
１３：３０～１６：３０ 

１２／１６（木） 
１３：３０～１６：３０ 

起業基礎講座 
・起業のイ・ロ・ハ（何のため？誰のため？） 
・先輩に学ぶ（事例研究） 
・事業計画作成のポイント（コンセプト・商品やサービス・
数値） 
・グループワーク など 

関戸美恵子(NPO 法人起業支援
ネット理事(ファウンダー)) 

１２／１７（金） 
１３：３０～１６：３０ 

表情で魅力を引き出す－第一印象をアップする－ 
遠山眞輝((有)ジュナコーポ
レーション代表) 

 

【女性の再チャレンジ支援事業】 

女性の再チャレンジセミ
ナー 就業コース 

子育てや介護でいったん仕事を中断した女性の社会参画
を支援するため、就業支援のセミナーを開催した。 

対 象：再就職をめざす女性 
定 員：２０人 
参加費：無料 

日時 内容 講師 

２／８（火） 
１３：３０～１６：３０ 

印象ＵＰのビジネスマナー、コミュニケーションのコツ 
長谷川知世(NPO 法人キャリア
デザインフォーラム) 

２／９（水） 
１３：３０～１６：３０ 

ビジネス文書の基本、履歴書作成のポイント、イメージＵＰ
の面接対策 

林きよみ(NPO 法人キャリアデ
ザインフォーラム) 

２／１５（火） 
１３：３０～１６：３０ 

伝わるプレゼンテーション、スピーチクリニック 
長谷川知世(NPO 法人キャリア
デザインフォーラム) 

２／１６（水） 
１３：３０～１６：３０ 

女性再チャレンジの軌跡から学ぶ、グループワーク（事例研
究） 

林きよみ(NPO 法人キャリアデ
ザインフォーラム) 

２／２３（水） 
１３：３０～１６：３０ 

表情で魅力を引き出す－第一印象をアップする－ 
遠山眞輝((有)ジュナコーポ
レーション代表) 

 

 

イベント 

 

【あいち国際女性映画祭２０１０】 

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３２作品（日本初公開は６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によるプレイ

ベント、観客の高い評価を得た作品に対する観客賞の贈呈など、より多くの方に映画祭に参加していただくための

各種イベント等を実施した。あわせて、ソウル国際女性映画祭との相互交流プロジェクトとして、共同ディレクタ

ーを招いてのシンポジウムや、韓国の若手女性監督と映画祭期間中に短編映画を制作するワークショップを実施し

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、田原市、北名古屋市、弥富市の４市でも開催。 

対 象：一般 

定 員：ウィルホール８００人、大会議室２５０人 

入場料：上映１回前売９００円 当日１，１００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 レオニー（アメリカ、日本） 松井久子 

14:30 ミスにんじん（韓国） イ・ギョンミ 
９／８ 

（水） 
19:00 ザクロとミルラ（パレスチナ） ナジュワ・ナッジャール 

10:00 坡州(パジュ)（韓国） パク・チャノク 

14:00 あぜみちジャンピンッ！（日本） 西川文恵 

ウ
ィ
ル
ホ
ー
ル ９／９ 

（木） 
19:00 愛その他の悪霊について（コスタリカ、コロンビア） イルダ・イダルゴ 



10:00 プリンセス マヤ（スウェーデン） テレサ・ファビク 

14:00 嗚呼 満蒙開拓団（日本） 羽田澄子 
９／10 

（金） 
19:00 フローズン・リバー（アメリカ） コートニー・ハント 

10:00 ヴィヨンの妻～桜桃とタンポポ～（日本） 根岸吉太郎 

13:30 隠し砦の三悪人（日本） 黒澤明 
９／11 

（土） 
18:30 ハート・ロッカー（アメリカ） キャスリン・ビグロー 

10:00 ディア・ドクター（日本） 西川美和 ９／12 

（日） 14:00 ブレスド（オーストラリア） アナ・コッキノス 

10:00 情炎（日本） 吉田喜重 

13:00 ハーブ＆ドロシー アートの森の小さな巨人（アメリカ） 佐々木芽生 

15:30 あなたのためならどこまでも 他 1本（日本） 桂あやめ 
９／８ 

（水） 

19:00 
韓国短編作品１ BELIEVE IN ME、THE AFTER...、YOU WILL 

KNOW（韓国） 

キム・ジニョン、チェ・ヒョン

ヨン、キム・ヨンジェ 

10:00 母の道、娘の選択（アメリカ） 我謝京子 

14:00 プリンセス マヤ（スウェーデン） テレサ・ファビク ９／９ 

（木） 
18:30 

日本短編作品 嘘つき女の明けない夜明け、ホールイン・ワ

ンダーランド、アンダーウェア・アフェア（日本） 

熊谷まどか、清水艶、岨手由貴

子 

10:00 祝の島（日本） 纐纈あや 

14:00 月あかりの下で～ある定時制高校の記憶～（日本） 太田直子 
９／10 

（金） 
19:00 

韓国短編作品２ GARIVEGAS、FEEL GOOD STORY、OH! 

BEAURIFUL LIFE、TO BE（韓国） 

キム・ソンミン、イ・ギョンミ、

キム・インスク、パク・チャノ

ク 

10:00 映画の肖像 黒澤明×大林宣彦 映画的対話（日本） 大林宣彦 

14:30 ブレスド（オーストラリア） アナ・コッキノス 
９／11 

（土） 
18:30 大誘拐 RAINBOW KIDS（日本） 岡本喜八 

10:00 坡州(パジュ)（韓国） パク・チャノク 

大
会
議
室 

９／12 

（日） 14:00 ミスにんじん（韓国） イ・ギョンミ 

 
共催市会場 

田原市 

 
９／11 

（土） 
13:00 プリンセス マヤ（スウェーデン） テレサ・ファビク 

北名古屋市 

 
９／11 

（土） 
13:00 坡州(パジュ)（韓国） パク・チャノク 

弥富市 

 
９／11 

（土） 
13:30 ミスにんじん（韓国） イ・ギョンミ 

小牧市 

 
９／12 

（日） 
13:30 プリンセス マヤ（スウェーデン） テレサ・ファビク 

 
ゲストトーク等 

日時 内容 ゲスト等 

12:20 「レオニー」ゲストトーク 松井久子、中村獅童 

16:20 「ミスにんじん」ゲストトーク イ・ギョンミ、コン・ヒョジン 

16:50 
「あなたのためならどこまでも」ゲスト

トーク 
桂あやめ 

９／８ 

（水） 

17:00 
シンポジウム「ソウル国際女性映画祭に

みるアジアの新進女性監督」 
ビョン・ジェラン、キム・ジニョン 



20:10 「韓国短編作品１」ゲストトーク キム・ジニョン、チェ・ヒョンヨン、キム・ヨンジェ 

11:30 「母の道、娘の選択」ゲストトーク 我謝京子 

12:00 「坡州(パジュ)」ゲストトーク パク・チャノク 

15:30 
「あぜみちジャンピンッ！」ゲストトー

ク 
西川文恵 

15:40 「プリンセス マヤ」ゲストトーク テレサ・ファビク 

17:00 トークサロン１ パク・チャノク、イ・ギョンミ、ビョン・ジェラン 

９／９ 

（木） 

20:05 「日本短編作品」ゲストトーク 熊谷まどか、清水艶、岨手由貴子 

11:40 「プリンセス マヤ」ゲストトーク テレサ・ファビク 

11:50 「祝の島」ゲストトーク 纐纈あや 

15:55 
「月あかりの下で～ある定時制高校の

記憶～」ゲストトーク 
太田直子 

17:00 トークサロン２ 熊谷まどか、清水艶、岨手由貴子 

９／10 

（金） 

20:20 「韓国短編作品２」ゲストトーク キム・ソンミン、イ・ギョンミ、パク・チャノク 

12:30 
「映画の肖像 黒澤明×大林宣彦 映画

的対話」ゲストトーク 
大林宣彦 ９／11 

（土） 
15:50 「隠し砦の三悪人」ゲストトーク 木村大作 

11:55 「坡州(パジュ)」ゲストトーク パク・チャノク ９／12 

（日） 15:50 「ミスにんじん」ゲストトーク イ・ギョンミ、ファン・ジュヘ 

 

【ウィルあいちフェスタ２０１０】 

対 象：一般 
参加団体：県内を中心に活動するグループ 
入場料：原則として無料 

日時 内容 

１１／１３（土） 
９：３０～１６：３０ 

２１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９団体、上映会１団体、活動発表等１団体、その他１１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
を発信した。 

日程 内容 

１ 
６／２３（水）～ 
６／２９（火） 

仕事と生活の調和を考える－ワーク・ライフ・バランス 
（パネル展示、関連図書等展示・貸出） 

２ 
１０／１（金）～ 
１０／３１（日） 

女性の生き方と年金 
（パネル展示、関連図書等展示・貸出、｢はがき１枚からの男女共同参画」入賞作品展示）

 

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
務研修を実施した。 

対 象：女性問題に関する相談員
定 員：各４０人 
受講料：無料 

日時、場所 テーマ 講師 

講演「今求められる女性支援とは～貧困などジェン
ダーから派生する問題を考える～」 

杉本貴代栄(金城学院大教授) 
１ 

６／１７（木） 
１０：００～１６：００ 
ウィルあいち 

演習「相談援助の技法を学ぶ～基礎編～」 ウィルあいち相談員 

講演「今求められる女性支援とは～高齢女性の支援
を考える～」 

見平隆(社団法人愛知県社会福祉
会) ２ 

９／１６（木） 
１０：００～１６：００ 
ウィルあいち 

演習「相談援助の技法を学ぶ～応用編～」 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
決を図り、官民の相談員や専門家のネットワークづくり
のために実施した。 

対 象：市町村の相談員、ＮＰＯ
等民間団体、弁護士等 
定 員：１２０人 
受講料：無料 

日時 テーマ 講師 

分科会１「愛知県におけるＤＶ支援の今後の課題」 
分科会２「シェルターにおけるＤＶ被害者支援、今後の

課題」 
分科会３「弁護士の立場から、ＤＶ支援における今後の

課題」 

後藤かをり(愛知県女性相談セン
ター所長)、ウィルあいち相談員 
田端美知子(大府市石が瀬会館館
長)、ウィルあいち相談員 
山内益恵(弁護士)、ウィルあいち
相談員 

１２／１６（木） 
１０：００～１６：００ 

講演会「ＤＶ被害者支援をさらに進めるために」 
戒能民江(お茶の水大学大学院教
授) 

 


