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必要な方に生理用品を提供します
新型コロナウイルス感染症の影響により、全国的に生活や仕
事等に関して困難や不安を抱える女性の問題が深刻化してい
ます。
広島市では、ゆいぽーと「女性のためのなんでも相談」を通
じて、6 月 8 日(火)から約 3 か月間の予定で、困りごとについ
ての相談とともに生理用品を提供します。ひとりで悩まずぜひ
ご相談ください。

女性・男性のためのなんでも相談
悩みや不安を話せる電話相談

[女性のためのなんでも相談]
（電話相談）
082-248-3315

[男性のためのなんでも相談]
082-545-6160

・火曜日～日曜日 10：00～16：00
・水曜日 17：00～20：00
（水・木曜日は 17：00～20：00 も開設） ・土曜日 13：00～16：00
※ただし、次の日は電話相談を開設しておりません。
月曜日、祝日法に規定する休日、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）

パパとママの育休カフェ
保育園事情や育休明けの復帰のアドバイス等を現役大園長先生よりお話して頂きます。
［日 時］９月５日（日）１０：００～１２：００ ９：３０開場
［会 場］①自宅等 Zoom によるオンライン ②ゆいぽーと５階
［講 師］株式会社くうねあ代表取締役 くすの木保育園大園長 堀江 宗巨さん
［対 象］未就学児を子育て中のパパとママ、プレパパとプレママ
［定 員］①15 人 ②2 人（要申込・先着順）
［託 児］②2 人（６ヶ月～未就学児・先着順・８月 29 日（日）までに要申込）
［参加費］無料 ※①のインターネット通信費は自己負担
［申込方法］①の方はホームページよりお申込みください。後日視聴方法などをお知らせいた
します。3 日前までに連絡のない場合はお問い合わせください。
申込締切：8 月 29 日（日）
②の方は電話、ファックス、メール等でお申し込みください。

ＳＤＧｓってなあに
オンラインワークショップで SDGs（持続可能な開発目標）のいろはを学び、
SDGs を達成するために、あなたの身近でできることから始めてみませんか？
［日 時］7 月 17 日（土）14：00～16：00
［場 所］①自宅等 ②ゆいぽーと
［講 師］県立広島大学地域創生学部 教授 富田 和広さん
［対 象］どなたでも ※小学生以下のお子さんは保護者同伴でご参加ください。
［定 員］①自宅等：２４人，②ゆいぽーと：２人
［託 児］②2 人（６ヶ月～未就学児・先着順・7 月 10 日（土）までに要申込）
［参加費］無料 ※①のインターネット通信費は自己負担
［開催方法］参加型ワークショップ（カメラ・マイクを利用）
［申込方法］７月１０日（土）までに、来館・電話・ファックス・メールまたはゆいぽーと
ホームページより、お申込みください。
※①の方には、後日視聴方法等をお知らせいたします。3 日前までに連絡のない場
合はお問い合わせください。

感染症対策により、イベント・講座が中止・延期になる場合がございます。
ゆいぽーとホームページよりご確認ください。

ゆいぽーとホームページ

イベント・講座カレンダー
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Facebook 更新中！
http://www.yui-port.city.hiroshima.jp

子育てのグループカウンセリング

おやこあそび
現役保育士さんが、月齢に合わせた親子あそびをご紹介します。
（運営協力：さくらっ子森いく園）
［日

時］7 月 13 日（火）・９月２８日（火）
10：00～11：00
［会 場］ゆいぽーと３階 フィットネスルーム
［対 象］未就学児と保護者
［定 員］10 組（要申込・先着順）
［参加費］無料
［申込方法］来館・電話・ファックス・メール

女性の一生を通して、最も心身がストレスを感じやすい時期を心理カ
ウンセラーがサポート！ 出産のこと、育児のこと、仕事のこと、家庭
のこと・・・
あなたの「今の気持ち」をおしゃべりしましょう♪
［日

おやこひろば
「おやこひろば」は、親と子みんなの交流の場です。
笑顔いっぱいの楽しい時間を過ごしましょう！
（運営：子育てサポーター「ぴよぴよの会」）
［日 時］8 月 20 日（金）10:30～11:00
［内 容］「夏まつり」
［会 場］ゆいぽーと５階 研修室
［対 象］未就学児と保護者
［定 員］２０組（要申込・先着順）
［参加費］無料
［申込方法］来館・電話・ファックス・メール

時］7 月 27 日（火）10：00～12：00
8 月 24 日（火）10：00～12：00
9 月 28 日（火）10：00～12：00
［会 場］ゆいぽーと 5 階 研修室 2
［カウンセラー］メンタルヘルスカウンセラー・TA 心理カウンセラー
宇治木 敏子さん 他
［対 象］妊娠・出産・子育てについてのグループカウンセリング
を受けたい女性
［定 員］6 人（要申込・先着順）
［託 児］6 人
（6 ヶ月～未就学児・先着順・１週間前までに要申込）
［参加費］無料
［申込方法］来館・電話・ファックス・メール

2021 年度 公募型男女共同参画共催事業
市民グループによる企画（講座・イベント）を募集します！

平和の祈りコンサート
ソプラノ：車 景實
ピ ア ノ：実歳 陽子

＜妊娠・出産・子育ての途切れのないサポート＞

フルート：鎌田 友美
朗
読：小作 恵理

［日
［会
［対
［託

時］8 月 7 日（土）14：00～１5：30
場］ゆいぽーと 5 階 研修室 2・3・4
象］一般 先着 50 人（要申込）
児］6 人（６ヶ月～未就学児・先着順・8 月 3 日（火）
までに要申込）
［参加費］無料
［申込方法］来館・電話・ファックス・メール

［内 容］
男女共同参画を推進するための企画（講座やイベント）を募集しま
す！ゆいぽーとで、新たな活動を広げてみませんか。ゆいぽーとが
事業予算（上限７万円）を支援します！
募集テーマは
［1］ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）、セクシュアル・ハラス
メントなどの防止
［2］困難を抱える女性への支援
［3］ワーク・ライフ・バランスの推進（仕事と育児や介護、地域活動
の両立支援など）
［4］その他、男女共同参画の推進
［企画の実施期間］2021 年 11 月頃～2021 年 3 月上旬の間
［応募期間］8 月 15 日（日）必着
詳細はホームページにて発表します！ご応募お待ちしております。

『継ぐスタ』女性起業応援セミナー

女性のための面接相談

～「事業承継×創業」で始める夢の実現～

専門相談員がサポートする

事業を引き継いでスタートする創業形態「継ぐスタ」について学んでみませんか？

（無料・要予約）

［日
［会
［講

〈法

時］9 月 24 日（金）13：00～15：30
場］①自宅等 Zoom によるオンライン ②ゆいぽーと５階 研修室
師］第一部 広島県事業承継・引継ぎ支援センター統括責任者
平野 勝正さん
第二部 広島県事業承継・引継ぎ支援センター行政書士
天野 佑美さん
広島県事業承継・引継ぎ支援センター中小企業診断士 大島 季子さん
［対 象］創業に興味がある創業前もしくは創業後間がない女性
［定 員］①30 人 ②5 人（要申込・先着順）
［託 児］3 人（６ヶ月～未就学児・先着順・9 月 17 日（金）までに要申込）
［参加費］無料 ※①のインターネット通信費は自己負担
［申込方法］①の方はホームページよりお申し込みください。後日視聴方法などをお知らせ
いたします。3 日前までに連絡のない場合はお問い合わせください。
申込締切：9 月 17 日（金）
②の方は電話、FAX、メール等でお申し込みください。

律〉毎月第１・２木曜日
13：00～16：00
〈就労支援〉毎月第 ２ 土曜日
13：00～16：00
〈こ こ ろ〉毎月第 ４ 木曜日
13：00～16：00
[予
約] 082-248-3312
（9：00～20：00）
※ただし、次の日は面接相談、予約
受付を実施しておりません。
月曜日、祝日法に規定する休日、
年末年始
（12 月 29 日～1 月 3 日）

〒730-0051 広島市中区大手町 5 丁目 6 番 9 号
（鷹野橋商店街東側入り口）
［TEL］082-248-3320 ［FAX］082-248-4476
［E-ｍail］info-y@yui-port.city.hiroshima.jp
［URL］http://www.yui-port.city.hiroshima.jp/
［休館日］月曜日、祝日法に規定する休日、
12 月 29 日～1 月 3 日
［開館時間］9:00～21:00
メルマガ『ゆいぽーとキラリ通信』
おすすめ情報を月２回お届けします。
上記 URL からどうぞ。

プレゼン講座
8 月 21 日（土）14：00～16：00
開催予定

防災講座
9 月 26 日（日）14：00～15：30
開催予定
詳細はホームページにて発表します！
ご参加お待ちしております。
認証番号 0012603

※登録・会費無料（通信費がかかります）
※「まぐまぐ！メールマガジン読者登録規約」をご確認ください

