★ゆいぽーとヒトコト情報★傘・帽子・ポーチなどのお忘れ物を３か月間お預かりしております。お心当たりのある方は２階受付までおたずねください。

2012 年 11 月 29 日 発行

ゆいぽーとの相談事業

女性のためのなんでも電話相談

女性のための面接相談

☎ ０８２－２４８－３３１５

ご予約は

<相談時間>
開館日の１０：００～１６：００
水・木曜日のみ夜間１７：００～２０：００もあり

☎ ０８２-５４５－６１６０
<相談時間> 水曜日１７：００～２０：００
土曜日１３：００～１６：００

部屋のおもちゃや絵本は自由に使えます。親
子で遊びたい、授乳したい、お友達の親子と一
緒に過ごしたいなど、子育て中のみなさまのご
利用をお待ちしています。
ご利用の際は２階受付をおたずねください。

（月２回）

（月２回）

ICT 学習室（5 階）

【利用時間 9：00～20：30】
簡易印刷機、カラーコピー機、裁断機、
紙折り機、帳合機があり、どなたでもご利用
いただけます。
２階受付でお申込みください。

一時託児サービス
毎週水・木曜日
10：00～18：00

●コピー
カラー（A3 まで）

30 円/枚

白黒 （A3 まで）

10 円/枚

100 枚以上
（カラー・白黒）

持ち込み用紙

5 円/枚

Ｂ5／Ａ4／Ｂ4

7 円/枚

Ａ3

9 円/枚

●簡易印刷

（登録料・利用料が
必要です）

製版

ぴよぴよの会

ゆいぽーと
おやこひろば
毎月第 2・3 金曜日
10：00～11：30
★詳細はＨＰを
（要申込み）
ご覧いただくか
参加費 1 人 100 円
お問い合わせください。

30 円/枚

上質紙（白）
色上質紙

B5／A4／B4

2 円/枚

A3

4 円/枚

B5／A4／B4

3 円/枚

A3

【利用時間 9：00～20：30】
個人またはグループでパソコンの学習が
できます。グループでご利用の場合は事前
にご予約ください。
ご利用の際は２階受付でお申込みくださ
い。

広島市立大学「市大英語 e ラーニング
講座」開講中（10/3～12/8）のため、
パソコンの台数が不足する場合があり
ます。ご迷惑をおかけしますが、よろ
しくお願いいたします。

インタビュー

変化の激しい現代、働き方には多様な選択肢がある一方で、若者の就職や離職、
中途退職者の再就職、休職後の復職など、様々な課題があります。
広島地域若者サポートステーション「若者交流館」を運営する NPO 法人キャリア
ネット広島の坂本和子さんに「女性・若者の就労と支援」についてお話を伺いました。

―ゆいぽーとでは「働くこととキャリアプラン」について、若者
（大学生）の意識調査を行っています。近年の就職状況や若
者の意識、特に女子学生の意識をどう感じていますか。
「専業主婦」に憧れる女子学生が多いと聞きます。今は不景
気で男性も女性も就労しないと経済的に厳しい時代。「働かな
い」選択は貧困を招く可能性があるのではと危惧しています。
私どもの法人が委託を受けて運営している若者交流館にやっ
て来るのは男性が 8 割、女性が 2 割。女性の場合はここに来て
ない場合が多く、女の子だから「家事手伝い」でよいとする親
の意識があるのでは。社会で必要なコミュニケーション不足の
まま、突然社会に出ていくのは難しいのです。まず「女性が働
く」ということの必要性を上の世代が理解しなくては 10 年後
20 年後も「働かない」という選択肢はなくならないと思いま
す。

家庭を持った女性が働き続けられるか、再就職できるかどう
かは、パートナーとその親の理解が必要。また、企業側が子ど
ものいる応募者を敬遠することも。企業側の意識改革も必要で
す。

0.5 円/枚

★グループの会報やミニコミ紙・チラシづくり
にもどうぞ！

1F ロビーギャラリー・チャレンジショップ

「ゆいぽーと」…当センターの愛称で、人と人とがつながる＝「ゆい（結）」、活動拠点＝「ぽーと（港）」という意味です

―再就職をめざす女性も多いのですが、なかなかうまくいか
ないようですが

6 円/枚

持ち込み用紙

広島市男女共同参画推進センター広報紙

（月１回）

ひとりで悩まないで、まずはお電話をください。

印刷作業室（2 階）

2012 年 12 月・2013 年 1 月号

康】【こ こ ろ】

法律＝女性弁護士、就労支援＝キャリアアドバイザー、
健康＝看護師・保健師、こころ＝カウンセラーが、
ご相談をお受けします。
（「就労支援」は就職先のあっせんではありません。）

男性のためのなんでも電話相談

【利用時間 9：00～20：30】

☎ ０８２－２４８－３３１２

律】【就労支援】【健

（月２回）

こども室・乳児室（2 階）

ゆいぽーと通信

(要予約・無料)

（予約受付時間 開館日の９：００～２０：００）

【法

コンサートや手作り作品の展
示、販売など楽しい企画・アイ
デアをお待ちしていいます！！

《申込み募集中！》

ゆいぽーと 1 階ロビーは、ゆいぽーと登録団体のみなさまに展示ギャラリーやチャレンジショップとして
ご利用いただけます。お気軽にお問い合わせください。（公序良俗に反しない利用に限ります。）

◆ギャラリー展示…日頃の活動成果や作品を展示してみませんか。「ギャラリー利用計画書」にご記入の

No.4

―女性が働くということに対し、制度の問題もあると思いま
す。こういう制度ができたらもっと働きやすくなるということ
をお聞かせください。

また独身者が自分の親の介護のため
仕事を辞める場合もあります。昔な
がらの「こうあるべき」という働き
方を変え、自立を助ける中間的就労、
短時間勤務を創生するなど、フルタ
イム勤務以外でかつ同一労働同一賃
「性別にかかわらず『人を育
金の働ける場を作ることができるよ
てる』観点を持って欲しいで
う支援する制度が必要です。
すね。
」
今は従来の男性中心のビジネスモ
デルの中で行き詰まっています。そこに女性の視点で新たな事業
の可能性を見出している企業が業績を伸ばしています。性別にか
かわらず「人を育てる」観点を持って欲しいですね。

―ゆいぽーとでは「女性の就労支援者養成講座」を開催しま
す。今どのようなセミナーが求められているのでしょうか。
セミナーは各所で花盛り。参加するかどうかの判断材料は自分
に「プラス」になるかどうかではないでしょうか。セミナーを受
けて終わりではなく、知識を活かす出口を作ることが必要です。
世界中の経済状況が厳しく、誰もが時代の影響を受けていま
す。まだまだ能力を生かし切れていない女性や、将来を担う若者
にチャンスをつくり、第一歩を踏み出す準備をサポートしていき
たいですね。こうしたことに対する周囲の理解と支援も求めるよ
うなセミナーになるとよいと思います。
（聞き手／香川・構成／北村）

女性の就労をサポートする制度は企業側にメリットがないと
難しいのが現実です。扶養の範囲内で働くなど、制限のなかで
は女性は責任ある仕事ができず経済的自立が困難です。

「若者交流館」 広島市中区八丁堀 16-14 第二広電ビル 5 階
http://wakamono-kouryukan.jp/

上お申込みください。時期や内容を調整の上、結果をお知らせします。

◆チャレンジショップ…お店を持ちたい方、起業を目指している方、教室を開催したい方を応援します。
「チャレンジショップ計画書」にご記入の上お申込みください。実施に向けての計画や準備、広報など
ゆいぽーとがサポートします。

女性の「はたらく」を応援するために女性の就労支援セミナーを企画しよう
女性のライフステージに応じた就労支援の課題とは？

＜スタッフ通信＞
ゆいぽーとスタッフからひとこと！
★カフェが好きで、休日はほとんど出かけま
す。先日、まだ 11 月に入って 1 週間も経
っていない頃、もうクリスマスの雰囲気
が！月日が経つのは早いものですね。一日
一日を大切にして、充実させていきたいも
のです。
（お）
★秋も深まり紅葉が楽しめる季節となりま
した。昨日、宮島に行って参りました。何
度訪れても情緒溢れる大好きな場所の一
つです。ゆいぽーとも今以上に、皆様に足
を運んでいただける場所になるよう、スタ
ッフの一員として頑張ります。
（か）

ゆいぽーと

ただいまメルマガ会員募集中!!

広島市男女共同参画推進センター

「ゆいぽーとキラリ通信」

（タカノ橋商店街入り口）

〒730-0051
広島市中区大手町５丁目６番９号
TEL：０８２－２４８－３３２０
FAX：０８２－２４８－４４７６

メールマガジン（毎月 15 日と月末配信）
では各種講座のご案内など、最新情報を
お届けしています。
登録はホームページで！

Mail ：info-y@yui-port.city.hiroshima.jp
http：//www.yui-port.city.hiroshima.jp/
ホームページでは施設の利用案内をはじめ、イベントや講座のご案内など、
ゆいぽーとからのお知らせを随時更新しています
開館時間／９：００～２１：００（受付は２０：００まで）
休 館 日／月曜日、祝日法に規定する休日、月曜日が休日の場合は直後の
休日でない日、８月６日、年末年始（１２月２９日～１月３日）
※１２月２３日（祝）は開館し、２４・２５日が休館となります。

１２月の催し

《主催事業》女性の就労支援者養成講座

課題に応じたセミナーの企画・実施の仕方とは？

STEP
1

セミナーを企画・実施
する方法を学ぶ

女性のライフステージに応じた就労支援の課題を洗い出し、課題に応じた就労支援セミナーの企画・実施方法を
学びます。実際にセミナーの企画（STEP2）・実施（STEP3）ができるよう、そのためのスキルを習得する講座
です。女性の就労支援に取り組んでみたい方、ぜひ、ご参加ください。
〈日
時〉
〈講
師〉
〈対
象〉
〈定
員〉
〈託
児〉
〈申込方法〉

１２月８日（土） １０:００～１２:３０ ゆいぽーと４階 研修室１
宮越泰子さん（一般財団法人女性労働協会 女性就業支援センター 女性就業支援専門員）
女性の就労支援に取り組むことに意欲のある方・受講後にセミナーを企画・実施する方 等

２５人（要申込・先着順）・無料
６ヶ月～未就学児・先着６人（要予約）
所定の申込用紙に記入の上、郵送・ファックス・電子メールまたは持参でお申し込みください。
申込用紙はゆいぽーと内、市内公共施設で入手できるほか、ゆいぽーとホームページからも
ダウンロードできます。

★ゆいぽーとヒトコト情報★各部屋からゆいぽーと２階の喫茶コーゼにご注文いただけます。メニュー表をお部屋の電話機につけていますので、内線２１１におかけください。

講座れぽーと①

お電話またはファックスで「ゆいぽーと」までお申し込みください
ＴＥＬ：082-248-3320 ＦＡＸ：082-248-4476

「私が助かる、あなたを助ける
誰も犠牲にならないために本当に役立つ防災講座」
日 時:９月２５日（火）
、１０月２日（火）
講 師：志賀誠治さん（人間科学研究所所長）

※応募の際にいただいた個人情報は、当該事業以外には使用いたしません。

・ゆいぽーと☆クリスマスフェスタ
12 月 15 日(土)、クリスマスフェスタを開催します。
ゆいぽーとで素敵なクリスマス音楽を楽しみませんか。

①昼の部 （１１:００～１２:００）

きらきら☆ロビーコンサート
＆おとうサンタのおはなし会
<内 容> 広島きらきら母交響楽団によるロビーコンサートと
親子向けクリスマス絵本の読み語り
<出 演> 広島きらきら母交響楽団
＆ゆいぽーとおとうサンターズ
<会 場> ゆいぽーと２階 フリースペース
<定 員> ５０人程度（申込不要）・無料

②夜の部 （１８:００～２０:００）

・男女共同参画推進員フォローアップ研修 公開講座
「落語から学ぶ
人をひき寄席(よせ)る話し方のコツ」
講演活動で大切なのは“つかみ”。いかに聞き手の心をつか
み、自分の世界にひきよせるかが、講演の成否の鍵を握ってい
ます。落語を通じて、話し方のコツについて学びましょう！
話し方がうまくなりたい方、ぜひご参加ください。
<日
<講
<会
<対

時>
師>
場>
象>

平成２５年１月１２日（土） １０:００～１２:００
プチ亭とまとさん（広島演芸協会）
ゆいぽーと５階 研修室２・３
男女共同参画推進員、一般の方
要申込・先着順
<参 加 費> 無料
<託
児> ６ヶ月～未就学児・先着６人
託児の申込締切：１/５(土)

どなたでも
参加できます

クリスマスコンサート Song & Talk with Coffee
<内
<出
<会
<定
<託

容>
演>
場>
員>
児>

日韓オペラ歌手によるクリスマスコンサート
Ｔｈｅ Ｃｌａｓｓｉｃ ７０４
ゆいぽーと５階 研修室２・３・４
１００人（要申込・先着順）・無料
６ヶ月～未就学児・先着６人
託児の申込締切：１２/８(土)
☆お茶と焼き菓子付（協力：栄養改善普及会）

男女共同参画推進員とは…
男女共同参画について広く市民の理解を得るため、男女共同
参画に関する学習の支援をはじめ、地域などでその推進活動を
行っています。
今年度は 60 名の推進員の方にご登録いただいています。
詳しくはゆいぽーとまでお問い合わせください。

活動グループ紹介♪コーナー
グループ会員さまにご寄稿いただきました

その④癒しのコンサート」

「スペイン語圏文化研究サークル」
「スペイン語圏文化研究サークル」では、スペイン語の習得
と同時に、スペインと中南米諸国の文化を、スペインと中南米
に駐在経験のある講師を招いて学習しています。
言語はその言葉が話されている国の文化、習慣を表していま
す。単なる語源だけでなく、ある表現の裏側にある考え方、思
考の過程などを理解することは、国際交流を図るためには不可
欠であるし、また楽しいものです。
現在、水曜の 19:30 からと、木・金曜の 19:00 からそれ
ぞれ１時間半の学習会があります。新しいゼロからスタートの
開講は予定されていませんが、少しでもスペイン語の学習経験
のある方の参加をお待ちしています。」

¡Vamos a aprender
español!

東日本大震災の後、大きな災害にあった時、何とかしたいけどどうすれば
いいんだろうと思っている人が増えている。一方で、どうせ・・・とあきら
め、何もしない人もいる。今回の講座では、ファシリテーターの志賀誠治さ
んと話し合い、いざと言う時にできることや、すべきことを参加者で一緒に
考え、いざと言う時の備えのための第一歩を踏み出すこととした。町内会の
方、作業所の方、車いすユーザー、防災の専門家、そしてゆいぽーとを利用
される方々等、さまざまな立場から参加していただいた。
特に地域の避難場所に指定されている「ゆいぽーと」がみなさんと一緒に
取り組むべきヒントをたくさんいただいた。

＜参加者の声＞（アンケートより）
・大多数の無関心層をどうするかが課題です
・いろんな方面からの参加者がいて、みんな
の意見が聞けてとてもよかった
・災難は忘れたころにやってくる。地域の方々
と共に勉強したいと思った
・防災に関する認識を新たにした
」

講座れぽーと②

アイデアを出し合いました

からだのしくみ、
知っておきましょう

「卵子（たまご）のはなし‐妊娠や不妊について考える‐」
日 時：９月２９日（土）
講 師：有地美奈子さん、高島麻季さん（助産師）
河西円加さん（フィットインジャパン株式会社インストラクター）
参加者 20 人の中にはカップルで参加された方も２組いた。
前半の１時間は、助産師の有地さんと高島さんによる妊娠のしくみや卵子
の現実、不妊などについてのお話を伺った。ビデオで実際の受精卵も見るこ
とができた。
女性は生まれた頃には卵（原始卵胞）を 200 万個ほど持っており、卵子
は新しく作られることがないため、年を重ねるにつれて減っていくというこ
とで、妊娠には生殖年齢（20～30 歳前半）があるのだそう。子どもの欲し
い人は、いくつまでに妊娠したいという目標と期限を定め、適切な時期に対
応して欲しいとのことだった。
後半の１時間は、フィットインジャパン(株)インストラクターの河西さん
によるエクササイズを行った。妊娠・出産には健康な体が必要ということで、
エアロビクスを中心に１時間汗を流して血流をよくした。
進めていくうちに先生にも熱が入り、なかなかハードな内容だったが、み
なさん楽しそうに運動していた。日頃から運動する習慣を身につけたい。

（スペイン語を勉強しましょう）

＜参加者の声＞（アンケートより）
・受精卵を見たのは感動しました。私もこの受精卵から産まれたのかと思う
と、親に感謝です。限りのある卵子、閉経まで大事にしたいと思いました。
・昨年出産してから、こんなにハードに体を動かした事がなかったので、体
が悲鳴をあげています。でも、とてもよかったです。

作品拝見！あーと＊くりえいと＊コーナー

「キルトサークル ログキャビン」
アメリカンキルトを制作している手芸グループです。彩
り豊かであたたかみのある作品を拝見しました。
縫い目も細かく、パッチワークの細かなパターン、色合
わせと、手仕事の丁寧さが光ります。タペストリーなど大
きな作品は数か月かかることも。作品は贈り物にすること
が多く、ほとんど手元に残らないそうです。
キルトの魅力をお聞きすると、作品ができあがるのも楽
しみですが、何よりひと針ひと針手で縫うことが好き、と
グループの皆さん声をそろえておっしゃいました。和気あ
いあいと針を運ぶお姿と、ふっくらしたキルトに心がなご
みました。
現在第 1・3 水曜日にゆいぽーとで活動していらっしゃ
います。ぜひ来春開催予定のゆいぽーとまつりで、素敵な
作品の数々をご披露いただければと思います。
（取材・文／北村）

イベント・講座カレンダー
1 土
おやこひろばスペシャル
「大丸ロケッツ」と一緒にあそぼう♪
月 休館日
火
水 フィットネス
木 フィットネス・就労支援相談・法律相談
金
土 女性のキャリア支援者養成講座
女性の健康応援講座⑤
日 <協力>NPO法人父子家庭サポートネット・ひろしま設立記念

2 日
3
4
5
6
7
8
9

12 月

春日キスヨ講演会「親が子に与えられるものとは何か」

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金

12 土

グループへのお問い合わせは
ゆいぽーと２階受付までどうぞ

↑こちらの「ダブルウェディング」は母親から
嫁ぐ娘さんに贈るキルトだとか。素敵です！

「備えあれば憂いなし」
心構えはどうですか？

ゆいぽーと４階のちょこっとオアシス

資料室より【開室時間 9：00～20：30】
◆雑誌のバックナンバーが借りられます！

ゆいぽーと☆
クリスマスフェスタ
みんなあそび
に来てね♪
12/15（土）開催！
詳しくはイベント案内を
ご覧ください★

表紙に「閲覧用」とあるもの以外は、図書と同じく ２週間
借りることができます。どうぞご利用ください。
●NHK テレビテキストきょうの健康（月刊）
●ウインク広島（月刊）
●月刊クーヨン（月刊）
●旬遊 HIROSHIMA（季刊）
●日経 WOMAN（月刊）
●婦人公論（月 2 回刊・7 日と 22 日）

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土

27 日
28
29
30
31

休館日
絵手紙・さきおり
フィットネス
フィットネス・健康相談・法律相談
おやこひろば（みんなで歌おう！クリスマス♪）
ゆいぽーと☆クリスマスフェスタ
カレー作り大会（館外）
休館日
フィットネス
フィットネス・就労支援相談

休館日
休館日（祝日の振替）
フィットネス
フィットネス・健康相談・こころの相談
休館日
休館日
休館日
休館日
休館日
休館日

年末年始の休館
12/29（土）～1/3（木）

2013 年
休館日
絵手紙・さきおり
フィットネス
フィットネス・健康相談・法律相談

1月

男女共同参画推進員フォローアップ研修 公開講座
「落語から学ぶ 人をひき寄席（よせ）る話し方のコツ」

休館日
休館日（祝日の振替）
フィットネス
フィットネス・就労支援相談
おやこひろば（リズムで遊ぼう！）

休館日
フィットネス
フィットネス・健康相談・こころの相談
登録団体協議会代表者会
女性のための健康講座
「あなたの足腰を強くする！アンチエイジングフィットネス」

月 休館日
火
水 フィットネス
木 フィットネス（第３期終了）

