図書室のご案内
女性や男性を取り巻くさまざまな問題を解決するために役立つ
図書・DVDをそろえた専門図書室です。
一冊の本との出会いがあなたの人生を変えることもあります。
女性、男性を問わずご利用ください。

火曜日〜日曜日

９：０0〜17：00

✔ 女性

のための

相談
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0266-22-8822

（相談・予約）

女性が生活の中で抱えている問題、悩みについて、電話や面接相談、法律相談、カウンセリングを行っています。
一人で悩まないで、まずはお電話ください。一緒に解決の糸口をさがしましょう。

●

●

●

●● ● ●

講座・イベントにご参加ください！
● 当センター主催の講座には託児がついています。● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

例えば・・・

夫と離婚したいが、話し合いがうまくできない。
子供の養育費は貰いたい。今後どのようにした
らよいかわからない。

夫が怒って、家の物を壊すのを見てから、夫の顔
色をうかがうようになった。毎日、夫の帰宅時間が
近づくと心臓がドキドキしてしまう。

電話相談・面談相談（面接相談は予約制）
火曜日～土曜日 8：30～17：00
金曜日は8：30～19：30

生き方、家族、人間関係、からだ、離婚、職場など
自分らしく生きるために、様々な悩みを女性相談員がお受
けします。

法律相談（予約制）
毎月第1金曜日 岡谷会場 13：00～16：00
第3金曜日 長野会場 11：00～12：00

法律に関する問題について、女性弁護士が相談に応じます。
時間はお一人30分です。

女性のためのカウンセリング（予約制）
毎月第2木曜日・第4土曜日 10：00～15：50

こころの悩みを女性カウンセラーがお聴きします。
時間はお一人50分です。

✔

の相談

男性 のため

無料

0266-22-7111

電話相談
毎月第2・第4金曜日 17：30～19：30

秘密厳守

匿名OK

長野県の男女共同参画社会を推進するための事業を実施しています。

「こんなこと誰にも相談できない」
「弱みは見せられない」

家庭、夫婦、人間関係、生き方などに悩む男性からの相談に、
男性相談員が電話でお話をお聴きします。

長野県男女共同
参画センター
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長野県男女共同参画センター“あいとぴあ”って？
修

講座・研

出張講座

相談事業

交流支援

情報提供

昨年度の講座チラシの一部です。

2014年3月発行

長野県男女共同参画センター
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長野県男女共同参画センター
2014 年度 事業計画
女性の雇用と
社会参加の促進

パート・契約社員向け
ミニ法律セミナー
女性が働く上で身につけておく
べき法律等を学ぶ講座

女性のための
プチ創業セミナー

職場で役立つ
アサーショントレーニング

女性の創業を取り巻く環
境や創業の準備・心構え
を学んだり、実際の創業
体験を聞く講座

職場で役立つ“自分も相手も大切
にする”自己表現力を身に付ける
講座
産業カウンセラー 柏原 吉野 さん

女性起業家と
話そう！月１サロン
松本、上田、伊那、岡谷の４会
場のいずれかで毎月開催
女性起業家の女性の体験談を聞
きます。
参加者同士のネットワークも広
げましょう。

“もっと知りたい”
女（ワタシ）のカラダ
キャラバン

2014年3月の情報です。事情により今後事業内容等が変更になる場合がございます。ご了承ください。

多様な生き方
支援

あいとぴあ
男女共同参画フォーラム
7月5日（土）
あいとぴあが毎年７月に開催してい
るフォーラムです。
今年は、夫婦をはじめ男女のつなが
りを見つめ直し、性別に関わりなく
自分らしく生きることについて考え
ます。
・講演 「男女とも生きやすい社会
を目指して（仮題）」
講師 中央大学法学部教授
廣岡 守穂 さん
・ワークショップ
・アトラクション
・物品販売 女性起業者等

家族が仲良くなる！ 夏休み
「家族」ワークショップ
家族のコミュニケーションや家族の
仲をより深めるための講座
第１回 家族で「夢ノートワークショップ」
夢ノートナビゲーター 名執 真奈美 さん
第２回 家族の未来を描く「カウンセリング
ワークショップ」
臨床心理士 上間 春江 さん
第３回 お片づけで家族仲良く！「簡単・楽
しいお片づけ講座」
整理収納アドバイザー宮嶋 万輝代 さん

ユーモア・コミュニケー
ション体験セミナー
人間関係を円滑にするユーモアの
効果と可能性を簡単なコミュニ
ケーションゲームを通じて体験し
ます。
講師 清泉女学院短期大学
幼児教育科 塚原 成幸 さん

家庭モラルハラスメント
女性
講座
家庭内のモラルハラスメントとは
どのようなものか学ぶことから、
DVの理解を深めます。
（上田市で開催）
講師 NPO法人男女共同参画こしがやともろう理事

気賀沢 葉子 さん

離婚を考える前に
知っておきたい 女性
ライフデザインセミナー
離婚を考える前に人生設計を行い、
自立するための支援をする講座
第１回「あたらしい自分のため
の“Lifeキャリアデザイン”」
産業カウンセラー 柏原 吉野 さん
第２回「あらたなスタートのための準
備～離婚にまつわるお金の話～」

行政職員支援
支援者育成

男女とも、自分らしく生きていくために様々
な悩みについて相談をお受けします。

女性相談
・女性相談員による電話・面接相談(火～土)
・女性弁護士による法律相談(月２回予約制)
・女性カウンセラーによるカウンセリング
（月２回予約制）

男性相談
・男性相談員による電話相談（月２回）
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情報発信
本・DVD・パネル等
の貸出
図書･DVDの閲覧や貸出を行っ
ています。また、啓発パネ
ル・紙芝居・カルタ等の貸出
やホームページ等による情報
の提供も行っています。

デートＤＶ防止セミナー
連携・交流

相談事業

多くの人が日常の中で感じて
いる家族関係の悩みや疑問を
解決する際に役立つ視点を学
ぶ講座
講師 清泉女学院大学人間学部
眞榮城 和美 さん

次世代支援

女性のこころとからだの健康につ
いて考える講座

詳細は
本紙4ページ

家族関係の心理学
セミナー

災害・防災と男女共同参画支
援者育成研修
支援団体、行政職員等を対象とした
男女共同参画の視点で災害に強い社会づくり
を進める人材養成研修
災害と男女共同参画課題に関する基礎知識等
について学ぶ連続２日間の研修です。

男女共同参画行政職員研修
市町村等で男女共同参画推進に携わる職員
対象
第１回 ４月21日（月）「男女共同参画の基本」
講師 NPO法人男女共同参画こしがやともろう理事
気賀沢 葉子 さん
「男女共同参画と行政」
講師 独立行政法人国立女性教育会館客員研究員
東洋大学名誉教授 神田 道子 さん
第２回 ５ 月23日（金） 「災害時の女性支援」
講師 せんだい男女共同参画財団

女性相談担当者研修
女性相談の基礎講座
女性を取り巻く特有の問題点を理解し、女性
相談の受け方を学んでいただく講座

男性相談の基礎講座
男性を取り巻く特有の問題点を理解し、男性
相談の受け方を学んでいただく講座

市町村等で相談業務にあたる担当者対象
第１回 ４月17日（木）
「女性相談のあり方」
第２回 ６月

グループ企画協働事業
男女共同参画の課題解決のための講座を企
画・運営するグループを募集します。
テーマ：女性のチャレンジ支援／ワーク・
ライフ・バランス／男性の家庭、地域活動
への参加／異性への暴力、虐待、差別の防
止／その他

出前講座
企業、団体、市町村が開催する研修会等に
講師を派遣します。
講師 男女共同参画センターの職員等

ボランティアとの協働
図書室の運営やイベントのお手伝いをして
いただけるボランティアスタッフを募集し
ます。

高校、大学等に講師を派遣し、若者にデートＤＶ
を学ぶ機会を提供します。

学校向け男女共同参画基礎講座
高校生が社会に出たときに、性別に関わりなく
個性と能力を十分に発揮できるよう支援する講座
講師 NPO法人男女共同参画こしがやともろう理事
気賀沢 葉子 さん

飯田OIDE長姫高校、上田千曲高校
で講座を実施しました！
若年者を対象に、男女が共に「働くこと」「社会
責任を果たすこと」の意識づくりを目的として、男
女共同参画基礎講座をスタートしました。
平成25年度は飯田OIDE長姫高校定時制２年２ク
ラス、上田千曲高等学校食物栄養科１年１クラスで
授業を実施しました。
授業では、身近な恋愛や就職、将来の結婚生活、
子育てなどの話題を通して、協力することの大切さ
や性別にとらわれない意思決定について学びました。

地域ブロック別
相談担当者研修
具体的事例をもとに相談担当者の専門性を
高め、担当者間の連携を図ります。
県下３地区でのケーススタディ
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