
● 一般向け講座

　家族みんなで子育てを楽しんでもらおうと、子育て
支援ボランティアグループ「玉村町・和い輪いネット
ワーク」とともに「手形づくり教室」を開催しました。
　今年で７回目を数える人気の講座。３歳以下のお子
さんとその家族 26組 78 人が参加しました。紙粘土に
お子さんの手形、足形をとった後は、赤、黄、青の粘
土でお星さまやお花、お魚、お名前などの飾りつけ。
素敵な成長の記録を手に皆さん大満足な笑顔でした。

参加者
募集

● 男性向け講座 ● 一般向け講座
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県新規採用職員に男女共同参画について講義

　今年度の新規採用職員 159 名を
対象に、「男女共同参画」について
の研修を県自治研修センター（前橋
市大渡町）で実施しました。
　「県庁に男女共同参画に関係のな
い部署はありません！」

　男女共同参画社会とはどのような社会を指すのか、男
女共同参画社会の
視点で職場環境を
整備するために
は、自分はどう
いった取組をすれ
ばいいのかなどに
ついて熱心に学び
ました。

●平成 28 年 5 月 26 日 ( 木 )　県新規採用職員研修●平成 28 年 5 月 22 日 ( 日 )
　手形づくり教室を開催！

参加者
募集

【日時】	平成28年7月2日（土）
　　　		午前 10:00 ～正午

【講師】	吉田大樹さん (NPO 法人グリーンパパプロジェクト代表）

【対象】	県内在住の 3歳～未就学児のお子さん　　　
　　　	とパパ（又は男性保護者）
【定員】	２０家族（抽選）
　　　	※申込期限　6月 17 日（金）必着
【費用】		無料
【場所】	ぐんま男女共同参画センター
・申込方法：電話、FAX、メールにより
　①ご住所、②お子さんとパパの名前、③お子さんと
　パパの年齢、④電話番号をお知らせください。

・申込先：当センターまで。
主催：ぐんま男女共同参画センター

バルーンとミニポンプ
はお持ち帰りOK ！

講師：大森 昭生 教授

男女共同参画フェスティバル
を開催します！

平成 28 年６月 25 日 ( 土 )

★１０ ： ００～１２ ： ００  （１･ ３･ ４階）

　  		★パネル展示（団体活動紹介）
　　★バザー（地場産野菜､ パン､ 手作り品､ 日用品など）
　　★健康相談、お薬相談
　　★バルーンアート
　　★お茶席
　　★クイズラリー	

お知らせ　フェスティバル

●プログラム●

　群馬県では、群馬県男女共同参画基本計画（第４次）を策
定しました。
　男女が共に暮らしやすい社会を実現するため、３つの基本
方針「Ⅰあらゆる分野における女性の活躍推進」「Ⅱ生涯を通
じた安全・安心の確保」「Ⅲ男女共同参画社会の実現に向けた
社会システムの整備」のもと、１１の基本目標を設定し、県
の関係部署が目標達成に向け、さまざまな施策を実施します。
　本誌 “とらいあんぐるん ”に載っている教室やセミナーも、
第４次計画の「基本方針」と「基本目標」に沿って開催して
います（下表参照）。皆さん、ふるってご参加ください！
※　 「群馬県男女共同参画基本計画（第４次）概要版」をぐんま男女共同参画
　　センターで配布しています（無料）。
※　第４次計画全体や計画概要版は、群馬県ホームページからご覧になれます。　
　　トップページ＞くらし・環境＞人権・男女共同参画＞男女共同参画

第４次計画できました！

群馬県男女共同参画基本計画

（第４次）

参加者
募集

群馬県女性団体連絡協議会は、ぐんま男女共同参画センターを拠点として活動して

いる団体です（加盟 25 団体）。

男女共同参画フェスティバルは各団体の活動などのパネル展示やバザー・健康相談・

お子様に人気のバルーンアート・クイズラリーなど盛りだくさんで開催します！！

・群馬県が元気になるようみんなで智恵を出し合いましょう！
●基 調 講 演：		宮村	雅江さん	（群馬労働局雇用環境・均等室長）　

●コーディネーター：		小林	良江さん（群馬県立女子大学教授）

●パ ネ リ ス ト：		宮村	雅江さん（群馬労働局雇用環境・均等室長）

　　　　　　　　			武者	雄二さん（日本政策金融公庫　前橋支店長）

　　　　　　　　			吉川	真由美さん（国連ウィメン日本協会 理事、中小企業診断士）

																																							今井	亜子さん（株式会社 今井酒造店 会長）

※保育（託児）先着５人。６月１３日までに県人権男女・多文化共生課（TEL027-226-2902）へ。

★１３ ： ３０～１５ ： ３０ （４階）

　 ★シンポジウム「ぐんまの元気は女性の活躍から　パートⅢ」

ぐんまちゃんも
登場するよ !!

10:00 ～ 15:30

主催：群馬県女性団体連絡協議会　共催：群馬県・群馬県人権啓発活動ネットワーク協議会

子育てを一緒に楽しもう！

基本方針 基本目標 本誌に掲載している事業

Ⅰあらゆる分野

　における女性

　の活躍推進

２　男性中心型労働慣行　　　

　　等の変革と女性の

　　活躍推進

　7/2( 土 ) ミニ講演会と

　              バルーンアート教室

４　地域、農山村におけ

　　る男女共同参画の

　　推進

　5/22( 日 ) 手形づくり教室

　　　　　　（実施済み）

　6/25( 土 ) 男女共同参画

　　　　　 　フェスティバル

　7/9( 土 ) ｹｰﾀｲ ･ ｽﾏﾎ安全教室

Ⅲ男女共同参画

　社会の実現に

　向けた社会シ

　ステムの整備

10　教育・学習の充実
　7/22( 金 ) LGBT って

　　　　　　なんだろう？

【日時】	平成28年7月22日（金）
　　　		午後 1:30 ～ 3:00

【講師】	藥師実芳さん (NPO 法人 ReBit 代表理事）

【対象】	どなたでも
【定員】	８０人
【費用】		無料
【場所】	ぐんま男女共同参画センター
・申込方法：電話、FAX、メールにより
　氏名、電話番号をお知らせください。

・申込先：当センターまで。
主催：ぐんま男女共同参画センター

LGBTLGBT
ってなんだろう？
～多様な性をもつ子どもを
　　ありのままで育てる地域
　　　について考える～

とらいあんぐるん LGBT 講演会

（性的少数者）

まめ知識毎年 6 月 23 日から 29 日は『男女共同参画週間』です。

どなたでもどうぞ
（共愛学園前橋国際大学学長・

 ぐんま男女共同参画センターアドバイザー）

( 土 )
　　　
【日時】	平成28年7月9日 ( 土 )
　　　		午後 1:30 ～ 3:30

【講師】	NTT ﾄﾞｺﾓｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
【対象】	どなたでも
【定員】	３０人
【費用】		無料
【場所】	ぐんま男女共同参画センター
◎保育あります（要申込）

・申込方法：電話、FAX、メールにより
　①ご住所、②氏名、③年齢、④電話番号を
　お知らせください。

・申込先：当センターまで。

主催：（一財）群馬県母子寡婦福祉協議会、群馬県 / 前橋市 /
高崎市母子家庭等就業・自立支援センター、ぐんま男女共同
参画センター

保護者向け

ケータイ・スマホ
安全教室

保護者向け

ケータイ・スマホ
安全教室

ミニ講演会と

バルーンアート
教室

ミニ講演会と

バルーンアート
教室


