
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぐ ん ま 男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー  

ぐんま男女共同参画センター通信 №１ 

【発行】ぐんま男女共同参画センター 

【発行日】平成 21年 5月 28日 

 

●お車でお越しの際の駐車については、県庁内「県民駐車場」を

ご利用ください。（２時間まで無料。以降３０分ごとに 100 円） 

 

女性相談センター  

ひとりで悩まずご相談ください  

✿群馬県女性相談センター 

（配偶者暴力相談支援センター） 

電話（０２７）２２４－４４８０ 

・月～金  ９：００～２０：００ 

・土･日･祝 １３：００～１７：００ 

DV 法律電話相談 

(事前に電話相談が必要です) 

・水 １３：００～１４：３０ 

所在地：ぐんま男女共同参画センター内 

内 容：相談(面接を希望される方は事前

にお電話ください) 

    

 

・次号のぐんま男女共同参画センター通信は７月初旬発行予定です。 

 

図 ・ 書 ・ 紹 ・ 介  

 パワーハラスメントの衝撃  
－個人と企業のためのいじめ防止完全マニュアル－ 

著者／金子雅臣 

四六判 1,680円（税込み） 

リストラ目的によるパワーハラスメント 

の紹介が中心。労働相談の方法なども詳しく 

解説されています。 

家裁弁護士ミモザの花言葉のように 
著者／平山知子 四六判 1,470円（税込み） 

〝人は変われる〝と確信する厳しくも心

温かい著者（女性弁護士）が、現代社会の夫

婦と男女の葛藤を、実話に基づきリアルに描

いています。ＤＶ離婚・ネット恋愛・遺産相

続等の事件をめぐる６つの人間ドラマ。 

 

 

 

●図書・交流コーナー…図書貸出し（５冊まで
２週間）やパソコンによる情報検索サービスを
おこなっています。 

５月１日にオープンしました！ 

 

 

 

№１ 

ぐんま男女共同参画センター 
 

ぐんま男女共同参画センター 

〒３７１－００２６ 
群馬県前橋市大手町１－１３－１２ 
電話 ０２７－２２４－２２１１ 

 Fax ０２７－２２４－２２１４ 

 

平成２１年５月１日、県庁の西側、利根川沿いに 

「ぐんま男女共同参画センター」がオープンしました。 

 性別にかかわらず、一人ひとりの考え方や生き方が尊重され、その個性と能

力を十分発揮することができる男女共同参画社会づくりに向けての事業、活

動、協働、連携を推進するための総合的な拠点として、女性団体をはじめとす

る様々な方々の長年にわたるご要望やお力添えが実り設置されたものです。 

  まだ、誕生したばかりのセンターです。どのように運営し機能を活かしてい

くのかと考えた時、何よりも皆様の意見を大切にしつつ、自主的な活動を支援

し、ともに歩み、育っていくセンターでありたいと思っております。 

 皆様のご利用とご意見を心からお待ちしております。 

 

  まだ、誕生したばかりのセンターです。

どのように運営し機能を活かしていくの

かと考えた時、何よりも皆様の意見を大切

にしつつ、自主的な活動を支援し、ともに

歩み、育っていくセンターでありたいと思

っております。 

 皆様のご利用とご意見を心からお待ち

しております。 

 また、センターからの情報発信の要とし

て、センター通信を発行することといたし

ました。皆様に親しまれる紙面作りを心掛

けてまいりますので、末永くご愛読をいた

だきますようよろしくお願いいたします。 

 

センター通信 
 

 

ごあいさつ   
 ぐんま男女共同参画センター所長 本多 悦子 

 

●開館時間：・火 ～ 金 ９時～２１時 

      ・土、日、祝 ９時～１７時 

●休 館 日：月曜日（月曜日が祝日の場合は直後の平日） 

12 月２９日～１月３日            

●所 在 地： 

 

〒371－0026 
群馬県前橋市大手町１－１３－１２ 
電話 ０２７－２２４－２２１１ 
Fax ０２７－２２４－２２１４ 

 

専業主夫ツレのプチベジ・クッキング 
著者／細川貂々＆ツレ  

Ａ５版 1,155円（税込み） 

うつ病の夫(ツレ)との生活を描いたコミッ

クエッセイ「ツレがうつになりまして。」の

著者が、夫と初の共著となるレシピ本を発

表。夫は料理好き、妻は料理嫌いという夫婦

の日常が楽しく描かれています。  



福沢諭吉の「男女同数論」などに影響を

受け、日本初の女性による男女共同参画社

会論の先駆者であった与謝野晶子について

講演されました。詳しい講演内容は次号で

特集いたします。 

 

 

演題 『与謝野晶子の男女共同参画』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぐんま男女共同参画センター オープン記念式典 

 

 ・ 記 念 式 典 ・  

●大澤 正明 群馬県知事 

 
 皆様のおかげで当センターをオー

プンすることが出来ました。これから

の男女共同参画社会のために、有効に

大いに活用していただきたい。 

群馬県の男女共同参画がここから発

信できるよう期待しています。 

 

●大森 昭生 共愛学園前橋国際大学 教授 

（ぐんま男女共同参画センターアドバイザー） 

 
 “男女共同参画社会”の実現は２１世紀の最重要

課題です。その取り組みのための情報発信や活動団

体の支援、相談、セミナーなどの実施拠点となるこ

と、そして活動、協働、連携、共有を推進するため

の総合的な拠点となることを期待しています。 

誰でも気軽に利用し、皆でこのセンターを育ててい

くという気持ちが大切。この取り組みが進むことに

よって、群馬県がいまにも増して暮らしやすく、活

力と笑顔に満ちた街になると確信しております。 

 

ぐんま男女共同参画センターのオープン記念式典が、４月２８日、

同センターで行われました。市町村長や県議会議員、女性団体など

の関係者約１００人が参加した式典のほか、(財)三国路与謝野晶子

紀行文学館館長の持谷靖子さんによる「与謝野晶子の男女共同参画」

と題した記念講演会が開催されました。 

 

 

 

 

・ 記 念 講 演 ・  

●持谷 靖子 
（財）三国路与謝野晶子紀行文学館館長 

 

●中村 京子  

 

 ぐんま男女共同参画センターのオープ

ン、本当におめでとうございます。私た

ち県民が、待ちに待ったセンターです。

オープンしたばかりのセンター、これか

らは皆で協力し合って、自分たちの色に

染め上げて活き活きとしたセンターにし

ていきましょう。 

 

群馬県女性団体連絡
協議会 会長 

 

 

施 設 案 内  

平成２１年度 ぐんま男女共同参画センター主要事業 

●各種セミナー・研修・講座・情報誌発行等 

1)男女共同参画セミナー 

2)研修、講座の開催 

   ・チャレンジ支援事業 

    ・男性向け事業（子育て支援講座）     

3)センター通信の発行 

●相談事業 （ＤＶ相談等） 

 

●県民意識調査         

●全国男女共同参画ﾌｫｰﾗﾑ 2009 in ぐんま 

●女性人材データバンクの管理 

●センターの管理・運営 

    1)ホームページの制作・管理 

    2)貸し室業務 

 

誰でも気軽に利用し、皆でこのセンターを育てていくという気持ちが大切。この

取り組みが進むことによって、群馬県が今にも増して暮らしやすく、活力と笑顔

に満ちた街になると確信しています。 

 

 

★寄せられたメッセージ★ 

●待ちに待った拠点施設の誕生です

ね。群馬県は「かかあ天下」として知

られてますが、それは「働き者の女性」

と言う意味であって、実態は男性が主

導権を握っているのが現状です。真の

意味での「男女共同参画」の実現を目

指すべく努力していくことが大事だと

思います。 

●大森先生（アドバイザー）よりお話

のあった、「市町村との連携」を図って

いただきたい。市町村連携により、文

字通り県民全体の男女共同参画社会実

現に向けてのシンボル的センターとし

て親しまれると思います。 

 

 

区 分 

使 用 料 

午 前 

9:00 ～ 

12:00 

午 後 

13:00 ～ 

17:00 

夜 間 

18:00 ～ 

21:00 

１ 日 

9:00 ～ 21:00 

大研修室 

（定員 120人） 
3,500円 3,500円 3,500円 10,500円 

中研修室 

（定員 60人） 
1,600円 1,600円 1,600円 4,800円 

小研修室 

（定員 14人） 
800円 800円 800円 2,400円 

和  室 

（８畳間） 
700円 700円 700円 2,100円 

 

●大研修室● ●中研修室● 

 

●小研修室● 

●和室● 

●講師控室● 

使用料 

予約方法 

●電話または来館のうえ仮予約をお願いいたします。 

 その後、書面により正式に申請していただきます。 

詳しくはお問い合わせください。 

電話 027-224-2211    

●使用しようとする月の６カ月前の月の最初の開館日から受け付けます 

 

 

●男女共同参画社会の推進に寄与する団体については、 

使用料が半額になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。 

●研修室をご利用の際、託児が必要な場合は和室を無料でお貸しします。

（和室の事前予約がされていない場合に限ります） 

●開館時間：火～金 ９時～２１時 土、日、祝日  ９時～１７時 

●休館日：月曜日（月曜日が祝日の場合は直後の平日）、12月 29日～１月３日            

 

 


