
 

 

＼今号の一押し講座／ 

広島市男女共同参画推進員 養成講座 

 

 

 

 

 

男女の人権が尊重され、男女が対等なパートナーとして責任を分かち合い、個性や

能力を発揮できる男女共同参画社会の実現をめざして、地域や職場などで活動する

役割を担います。講座を修了された方は広島市に登録→広島市内で活動します。地

域や職場で何かしたい、よりよくしたいとお考えの皆さん、ぜひご参加ください！ 

［内  容・日  時］ 

①困難な問題を抱える女性への支援  ②男女共同参画推進員の活動について 

③男女共同参画の基礎知識      ④事業計画書とチラシの作成 

１月１４日（土）①１３：００～１５：００ ②１５：００～１６：００ 

１月２１日（土）③１３：００～１５：００ ④１５：００～１６：００ 

［講  師］①法律事務所八丁堀法律センター弁護士・広島市男女共同参画審議会

委員 寺本 佳代さん ③広島大学ハラスメント相談室名誉教授 横山 美栄子さん 

②④ゆいぽーと職員 

［申  込・詳  細］ 

申込フォームを確認下さい（来館、電話、メール、FAX も可） 

＼2022 年度推進員が企画・運営／ 

①年金制度を知ると老後資金が見えてくる 

②すごろくゲームを使ってセルフ・キャリアカウンセリング 

［日  時］①１月１５日（日）１４：００～１５：３０  ②２月２６日（日）１４：００～１６：００ 

［講  師］①推進員／CFP®・特定社会保険労務士 滝口 純子さん  

②推進員／CDA・キャリアコンサルタント 松浦 典子さん（スマイルフラッグ代表） 

［対  象］①４０～６０代の方 ②２０歳以上の方 

［申  込・詳  細］申込フォームを確認下さい（来館、電話、メール、FAX も可） 

▼申込フォーム▼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月 休館日…月、1～3 日 

月 火 水 木 金 土 日 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

2 月 休館日…月、11日、23 日 

月 火 水 木 金 土 日 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

3 月 休館日…月、21 日 

月 火 水 木 金 土 日 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

ゆいぽーと通信 
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① ② 

Q.男女共同参画推進員って、なに？ 

A 

▼申込フォーム▼ 

紙面で紹介している講座はすべて＼無料／で参加できます！ 

Check 

Zoom開催 学んで活躍もできる 先着１０人 

Zoom開催 先着 10人 

ゆいぽーと開館日カレンダー 

絵手紙講座…毎月第 2 火曜日（有料） 

ゆいぽーと協議会交流会…2/19（日） 

…なども開催予定！ 

自分を知る 制度を知る 



 

 

 

 

＼「子育て」でつながる／ 

子育てをしている女性のための対話サークル 

［日  時］毎月第４火曜日 １０：００～１２：００ 

［講  師］広島国際大学元教授 精神保健福祉士 

下西 さや子さん 

［対  象］子育てを経験している女性 

［定  員］各回６人（要申込・先着順） 

［託  児］各回６人（６ヶ月～未就学児・先着順） 

 

＼特にパパ必見！／ 

育児って大変！！ 

仕事と家庭の両立について男性目線でのお話。 

［日  時］１月１４日（土）１０：００～１１：３０ 

［講  師］日本アイビーエムビジネスソリューション株式会社 

      橋本 洋輔さん 

［対  象］パパやママ・プレパパやママ・関心のある方など 

［定  員］８人（要申込・先着順） 

［託  児］３人（6 ヶ月～未就学児・先着順） 

 

＼親子で遊ぼう／ 

おやこひろば（読み聞かせ） 

［日  時］２月１７日（金）１０：３０～１１：００ 

［運  営］子育てサポーター『ぴよぴよの会』 

［対  象］未就学児と保護者 

［定  員］１０組（要申込・先着順） 

※上記すべて［来館・電話・FAX・メール］で受付。 

※感染症対策により、イベント・講座が中止・延期になる場合もございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒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 

［E-ｍail］info-y@yui-port.city.hiroshima.jp  

［URL］http://www.yui-port.city.hiroshima.jp/ 

［開館時間］9:00～21:00 ［休館日］月曜日、祝日法に規定

する休日、12月 29 日～1 月 3日 

 

 

女性・男性のためのなんでも電話相談 

［女性の方はこちら］TEL：０８２－２４８－３３１５ 

［男性の方はこちら］TEL：０８２－５４５－６１６０ 

女性のための面接相談 

＜法 律＞＜ 就労支援 ＞＜こ こ ろ＞ 

※女性弁護士・女性キャリアコンサルタント・女性臨床心理士などが対応。 

［面接相談予約受付］０８２－２４８－３３１２（２０時まで） 

※詳細はゆいぽーと HP を確認下さい。休館日は実施なし。 

 

 

＼社会のしくみがわかる！／ 

私たちが投票する意味ってなんだろう？ 

～住民投票の事例から学ぶ～ 

今の日本では、住民投票や選挙を通じて社会の仕組みが決まって

いますが、「投票結果＝みんなの意見」と考えても良いのでしょう

か？身近な例から「社会」について考えてみましょう。 

［日  時］３月４日（土）１４：００～１５：３０ 

［講  師］鳥取大学 地域学部地域学科 教授  
塩沢 健一 さん 

［対  象］どなたでも 

［申  込］申込フォームを確認下さい▶▶▶ 

（来館・電話・メール・FAX も可） 

 

 

＼学生集まれ！学んで語ろう！／ 

大学生の男女共同参画ワールド・カフェ 

「女性/男性の特性」を活かした仕事って何だろ

う？～好意的な性差別について考える～ 

“良かれと思って”の発言や行動が、相手にとって嬉しいことと

は限りません。社会におけるそういった事柄について考えます。 

［日  時］１月 2２日（日）１０：００～１２：３０ 

［対  象］全国の短大生・大学生・大学院生 

［講  師］広島大学大学院人間社会科学研究科 教授 
      森永 康子さん 
［特別オブザーバー］株式会社ヒロデンプラザ／広島電鉄
株式会社／国家資格キャリアコンサルタント 
嶋治 美帆子さん 

［申  込］申込フォームを確認下さい▶▶▶ 

対面講座では託児も実施！ 

申込は講座日の 1週間前まで。※先着順 

Check ゆいぽーとで対面開催 少人数制 育児 託児あり 

ゆいぽーとの相談事業 

Zoom開催 先着 10人 

Zoom開催 先着 15人 

初心者さん向け 

※感染症対策により、イベント・講座が中止・延期になる場合もございます。 

その他、 

・女性対象デジタル分野に関するセミナー 

・第２回育休カフェ 

なども予定！ゆいぽーと HP を要チェック！！！ 

学生対象 


