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Gunma Gender Equal ity Center

受賞者のご紹介

政策方針決定過程への参画や地域貢献活動等、様々
な分野にチャレンジし輝いている女性個人・女性団
体を表彰

女性のチャレンジについて積極的な支援
を行っている個人・団体を表彰　

　『群馬県男女共同参画社会づくり功労者表彰及びぐんま輝く女性表彰』表彰式が、

6 月 23 日～ 29 日の男女共同参画週間に合わせて、６月 24 日（木）に昭和庁舎

『正庁の間』において行われました。

　このたびの受賞、誠におめでとうございます。

群馬県男女共同参画社会づくり功労者表彰

ぐんま輝く女性チャレンジ賞

県内において、男女共同参
画の推進に積極的に取り組
んでおり、他の模範である
と認められる個人を表彰

ぐんま輝く女性支援賞

小林 良江氏
群馬県立女子大学　学長

一般社団法人
なでしこ未来塾

こばやし　よしえ

令和３年度「群馬県男女共同参画社会づくり功労者表彰
及びぐんま輝く女性表彰」表彰式開催

相京 恵 氏
グローリーハイグレイス有限会社

代表取締役社長

あいきょう　めぐみ

長谷川 香奈子 氏
一般社団法人日本スカイランニング協会

事務局長

はせがわ　　　かなこ
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ぐんま・ほほえみネットホームページ　
http://gunma-hohoemi.net

ネクスト
ジェネレーション

沼田市、渋川市、榛東村、吉岡町、
中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、
高山村、東吾妻町、片品村、川場村、
昭和村、みなかみ町

支援団体名 支 援 連 絡 先 担　当　地　域

Annaka
ひだまりマルシェ

高崎市、藤岡市、富岡市、
安中市、上野村、神流町、
下仁田町、南牧村、甘楽町

すてっぷぐんま 前橋市、伊勢崎市、玉村町

キッズバレイ
桐生市、太田市、館林市、
みどり市、板倉町、明和町、
千代田町、大泉町、邑楽町

開設日時（年末年始・祝日は除く）

☎ 050-3196-4973

☎ 027-384-3131

☎ 090-2706-9991

☎ 0277-46-5977

日・火・木　10:00 ～ 17:00
　　金　　　14:00 ～ 21:00

月・火・木・金  9:00 ～ 17:00
　　    土　　　9:00 ～ 15:00

月・水・木・金  9:30 ～ 16:30

月・火・木・金   9:30 ～ 16:30

北
毛

西
毛

中
毛

東
毛

まずは、地域担当にお電話ください

　昨年からのコロナ禍により、働くことや収入に関する不安、こころ
やからだの不調、家族のこと、DV の不安など、女性が抱える悩みが
深刻化しています。
　様々な不安や悩み、つらさを抱える女性を支えようと、群馬県では、
女性支援の民間団体等と連携して「令和 3 年度   不安を抱える女性
への寄り添い相談支援事業」を始めました。

ぐんま・ほほえみネットぐんま・ほほえみネット

今回の相談事業は、県内全

域を４つの NPO 法人等民

間団体が担当しています。

のご案内

相談員による相談を
不安やこころのつらさを抱えている方には

安心できる居場所や思いを共有できる場を
孤独・孤立を感じている方には

寄り添い支援を
一歩が踏み出せないという方には

    相談窓口に
は、生理用品
も用意して
います。
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令和 3年度とらいあんぐるんサロン
「夢を持つ女性のための交流会」動画配信中！

　令和３年９月５日（日）に開催を予定していた
「夢を持つ女性のための交流会」は、新型コロナウイ
ルス感染症感染拡大防止のため、対面方式による開
催を取りやめ、講義を中心に、動画を配信すること
にいたしました。
　本動画では、自ら起業して活躍し続ける講師から、
設立への想いやこれまで苦労したこと、いつも大切
にしていることなどをお話しいただきました。
　夢を実現するヒントになるのではないでしょうか。
ぜひ、ご視聴ください。

「夢を持つ女性のための交流会」
講師：野口和恵さん
　　( 株式会社プラスエヌ 代表取締役 )
視聴時間：６５分

「LGBTQ ってなんだろう？互いの違
いを受け入れあえる社会をめざして」

講師：セクシュアルマイノリティ
　　　支援団体　ハレルワ
視聴時間：６５分
配信期間：8月 17 日～９月１日
申込者：２１１名

県YouTubeチャンネルtsulunos：　
https://www.youtube.com/watch?v=z6jmsMAE9hs

どなたでもすぐご覧いただけます !!

『LGBTQってなんだろう？互いの違いを受け入れあえる社会をめざして』
　『LGBTQ ってなんだろう？互いの違いを受け入れあえる社会をめざ
して』のセミナーを開催しました。
　幅広い方に LGBTQ について知っていただくための基礎編として、多
様な性とは何か、身の回りでどんな課題があるのかなどについて、講
師の体験談を交えながら、丁寧にお話をしていただきました。また、
事前に申込者からいただいた質問にも回答していただきました。
　申込者には、学校関係の方や相談業務に携わる方を始め、多様な年代、
職種等の方から視聴希望があり、セクシュアリティに関する関心の高
さがうかがわれました。

女子トイレに生理用品を配置しています
　コロナ禍の中で困難を抱える女性及び女子生徒・学生への支援と、SDGs
のジェンダー平等の推進を県内全域へ広げるために、令和３年６月から、

セミナー報告

県立高校や県立大学、ぐんま男女共同参画センターなどに、
生理用品を配置しています。
　また今年度は、趣旨に賛同して生理用品の学内設置に協力
していただける県内私立学校等に対し、生理用品を配布する
予定です。
　また、藤岡市や大泉町など、市町村においても、施設や小
中学校などへの設置の動きが進んでいます。

おしらせ

おしらせ

（例）ぐんま男女共同参画センターの様子

感想
・視聴した方からたくさんの感想をお寄
せいただきました。一部抜粋してご紹
介します。

・体験談をお話していただき、LGBTQ
の当事者の思いや考え、そしてどのよ
うな周りの言葉かけで救われたのかな
どがよく分かりました。

・LGBTQ に関わらず、多様性を受け入
れ、一人ひとりのその人を大切にする
ことを学校の子どもたちにも伝えてい
きたいと感じました。

・講演会を聞いて、男性だから、女性だ
からという認識で接するのではなく、
一人の人間として接することの大切さ
や認め合うことの大切さを改めて実感
することができました。



相談は無料　秘密は厳守します

４

ぐんま男女共同参画センターの図書コーナーで貸出をしています。
【貸出あんない】・ひとり 5 冊、2 週間まで。　※「図書利用カード」の登録が必要です。

◆お知らせ
※新型コロナウイルス感染予防のため、一部制限があります。
※当センターの利用については、ホームページをご確認いただきますよう
  お願いいたします。

Gunma Gender Equal ity Center

〒371-0026 群馬県前橋市大手町 1-13-12

TEL027-224-2211   FAX027-224-2214
E-Mail　 sankakuse@pref.gunma.lg.jp

群馬県生活こども部 生活こども課  男女共同参画室
ぐんま男女共同参画センター

まんが版
「言い返す」技術
ゆうきゆう /Jam
三笠書房

「きのう何食べた？
１８巻」
よしながふみ
講談社

「本当はごはんを
作るのが好きなのに、
しんどくなった人
たちへ」
コウケンテツ
ぴあ　嫌みを言われた時

上手に切り返したい、
クレームには冷静に
対応したい、なかな

か上手に切り返せない人に寄り添った良
書。会話のこつをアドバイスしてくれま
す。

　２ＤＫ男二人暮ら
し、弁護士シロさん
と美容師ケンジの「食
生活」をめぐる物語

の１８巻。多忙な中で食卓を囲む大切さ、
シロさんの自筆証書遺言の話など。

　「料理するのがしん
どい」と感じる日はし
んどいものを排除する。

洗い物簡単キッチンばさみでチョキチョキ切
るだけ料理。お肉と野菜をフライパンで蒸す
だけ料理。読むと笑顔になります。

図書のご紹介図書のご紹介

相談日・時間

 9:00 ～ 12:00  13:00 ～ 16:00
火・水・金・日

ひとりで

悩まないで…

気軽に

ご相談を…

ぐんま男女共同参画センターでは、専門の相談員がみなさんのお話を伺います。悩みなどを

ひとりで抱え込まないで、お気軽にご相談ください。

とらいあんぐるん相談室

相談日・時間

  13:00 ～ 16:00
毎月１回 　第４日曜日

※年末年始、祝日は休み。月曜日が祝日（振替休日も含む）の場合の火曜日は休み。

男性相談は
男性の相談員が
お話を伺います

仕事と家庭の両立
が難しい

家事・育児を
ひとりでしている

027-224-5210 ０２７-２１２-０３７２
女性専用ダイヤル女性専用ダイヤル 男性専用ダイヤル男性専用ダイヤル

配偶者や家族と
うまくいかない

生き方や
働き方の迷い
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