
県新規採用職員を対象に男女共同参画について講義

　今年度の新規採用職員１３２名を対

象に、県人権男女・多文化共生課職員

による「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。

　少子高齢化の進展や国内経済情勢の

急速な変化に対応していく上で、男女共同参画社会の実現は、

緊要な課題となっています。

　研修では、男女

がともにあらゆる

分野で輝ける元気

なぐんまを創るた

め、男女共同参画

の現状、必要性、

県の施策の方向性

について講義しま

した。

●平成 30年 5月 25 日 ( 金 )　県新規採用職員研修
平成 30年度男女共同参画週間

今年のキャッチフレーズ

『走り出せ、
　　性別のハードルを超えて、今』

政治的な利益も責任も
　　　男女が均等な社会へ

まめ知識
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地方議会における女性議員の占める割合（北関東３県）

　　　　男女共同参画基本法（基本法）の理念にのっ　　　

とった「政治分野における男女共同参画の推進に関する

法律」が、５月２３日に公布・施行されました。

  衆議院・参議院や地方議会の選挙で、男女の候補者数が

「できる限り均等」になるよう、政党や政治団体は自主的

に取り組むよう努めることになります。

　男女の議員数が均等化すれば、多様な意見が政治に反

映されやすくなるので、誰もが暮らしやすい社会の実現

に近づきます。〈参考〉右グラフは、北関東３県の議会における
男女共同参画の現状

　まめまめ予測　　ジェンダー・ギャップ指数 ( ＊ ) における日本　
　の順位（144 か国中 114 位、特に政治分野は 123 位）の改善　
　にもつながるかも！？
　（＊世界経済フォーラムが、経済・教育・政治・保健の 4 つの分
　　 野のデータから作成。順位は平成 29 年 11 月発表による）

ぐんま男女共同参画センター 通信　　　　　　　　　　 № 50

「都道府県別全国女性の参画マップ」（内閣府男女共同参画局 
平成 29 年 12 月作成）データに基づき作成）

( 単位：%）

セミナーのご案内

【日時】	平成30年8月4日（土）
　　　		午後 1:00 ～ 3:30

【対象】	県内在住、在勤の女性
【定員】	３０人（先着順）
【費用】		無料
【場所】	ぐんま男女共同参画センター

【日時】	平成30年7月28日（土）
　　　		午前 10:00 ～ 11:30（受付 9：30）

【スタッフ】高山和則さん ( 人材育成コンサルタント）

																																		濱田光恵さん ( 小学校教諭）

【対象】	お父さん（お子さん連れ・お母さん同伴も可）
【定員】	２０人（先着順）
【費用】		資料代１部	３００円（当日集金）
【場所】	ぐんま男女共同参画センター
・申込先：住所、氏名、年齢、電話番号を当センターまで。
主催：みんなの未来を応援する会
共催：ぐんま男女共同参画センター

【日時】	平成30年6月17日（日）
　　　		午後 1:30 ～ 3:30

【日時】	平成30年7月20日（金）
　　　		午後 1:30 ～ 3:00

【講師】	NPO法人 ReBit メンバー
【対象】	どなたでも
【定員】	１００人（先着順）　【費用】		無料
【場所】	ぐんま男女共同参画センター
・申込先：氏名、電話番号を当センターまで。
　主催：群馬県

　　　　 って
なんだろう？
多様な性多様な性

～互いの違いを受け入れあえる

                           社会をめざして～

　LGBT（同性愛者や性同一性障害者
などの性的少数者）は約 13人に 1人といわれています。
　“みんなと違う ”ことを幼少期から感じ、葛藤してきた
人は少なくなく、そんな LGBT の大学生・若者が、“誰か
と違う ” ことを受けとめ受容した経験や、人と違うから
できた経験についての講演会を行います。

・申込先：住所、氏名、電話番号を当センターまで。
主催：日本政策金融公庫、群馬県 ( ぐんま男女共同参画セ
ンター、商政課 )

※希望者に個別相談をおこないます。

　お申込み時にお伝えください。

男女共同参画フェスティバルを開催します！

　　　　　　毎年６月２３日から２９日までの一週間は「男女共同参

　　　　　　画週間」です。この週間を記念し、６月２３日（土）に　　

　　　　　群馬県女性団体連絡協議会との共催により、「輝こう 群馬

の女（ひと）と男（ひと）」をテーマとして、男女共同参画フェスティ

バルを開催します。 今回は群馬県女性団体連絡協議会創立４０周年記念事業『青島広

志コンサート』の会場である群馬会館１階にてパネル展示（正午より４時頃まで）を行な

います。※コンサートの受付は終了しました。

お申込みは往復はがきで！平成 30 年 5 月 13 日（日）必着
〒371-0026　前橋市大手町 1-13-12　ぐんま男女共同参画センター宛

受付●13 時 45 分開演●14 時 15 分会場●群馬会館（前橋市大手町 2-1-1）

定員●一般１００人（抽選）
　　　　※ホール２階席での鑑賞となります。

　　　　※未就学児はご遠慮ください。

　　　　　( 託児あり５人まで。応募多数の場合抽選）

費用●入場無料申込方法●往復はがきのみ

プロフィール

青島広志
1955 年東京生まれ。東京藝術大学および大学院修士課程（作曲）を首

席で修了。これまでに作曲した作品は 200 曲を超える。ピアニスト・指

揮者としての活動も 40 年を超え、最近ではコンサートやイベントのプ

ロデュースも数多くこなしている。テレビ「題名のない音楽会」「世界

一受けたい授業」などに出演。他にもイラストや書籍執筆などの仕事も

数多く手がけている。東京藝術大学講師、洗足学園音楽大学客員教授、

日本現代音楽協会、作曲家協議会、東京室内歌劇場会員。

●問い合わせ　ぐんま男女共同参画センター　電話 027-224-2211 （休館日：月曜  祝日の場合は直後の平日）

写真提供：Gakken Plus

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

後援●前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、朝日ぐんま、朝日新聞社前橋総局、

　　　株式会社 エフエム群馬、株式会社ラジオ高崎、群馬テレビ株式会社、上毛新聞社、高崎前橋経済新聞、毎日新聞前橋支局、まえばしCITYエフエム、

　　　読売新聞前橋支局

1955 年東京生まれ。東京藝術大学および大学院修士課程（作曲）を首

席で修了。これまでに作曲した作品は 200 曲を超える。ピアニスト・指

揮者としての活動も 40 年を超え、最近ではコンサートやイベントのプ

ロデュースも数多くこなしている。テレビ「題名のない音楽会」「世界

一受けたい授業」などに出演。他にもイラストや書籍執筆などの仕事も

数多く手がけている。東京藝術大学講師、洗足学園音楽大学客員教授、

日本現代音楽協会、作曲家協議会、東京室内歌劇場会員。

　　　※駐車場は、
県庁構内県民駐車場
をご利用ください。

群馬県女性団体連絡協議会創立４０周年記念事業

男女共同参画フェスティバル『輝こう群馬の女と男』
ひと          　ひと

月 23 日

平成 30年

申込み往復はがきの記入方法
左図を参考に１、「青島広志コンサート申込み」

２、参加者の氏名（２人まで）

３、電話番号 ( 代表者のみ )
４、託児希望の場合、子の名前、年齢、性別　

　　を、明記し上記宛先までお申込みください。

※返信オモテに参加者の氏名、住所を必ずご記入ください。

※抽選後、結果をお知らせいたします。(5 月末頃 )

※当選者は当日必ず当選ハガキをご持参ください。

【返信】

【往信】

（土）

参加無料
※要申込み　応募多数の　場合抽選６

ごあんない

青島広志コンサート
男性のワークライフバランスセミナー

『介護離職を考える前に
　知っておきたいこと』

「家族が認知症かな？」「自分が認知症
かも？」と思ったとき、慌てて離職し
ないための講座です。

※「認知症サポーター養成講座」を兼ねます。

　 受講修了者には、オレンジリングを配布します。

夢を持つ
　女性のための交流会

がんばっているお父さん！　お父さん向け講座
楽しい子育て
　　　してますか

とらいあんぐるん LGBT 講演会

毎
年
６
月
23
日
か
ら
29
日
は

　
『
男
女
共
同
参
画
週
間
』
で
す

とらいあんぐるんサロン　第１回

日本酒バー
「KOUBA」店主　
田口玉美さん

【講師】	神山智子さん ( 県地域包括ケア推進室  認知症専門官）

【対象】	県内在住、在勤の男性（パートナー同伴可）
【定員】	６０人（先着順）
【費用】		無料
【場所】	桐生市市民文化会館　スカイホール B
・申込先：住所、氏名、電話番号を当センターまで。
主催：ぐんま男女共同参画センター
共催：桐生市、県地域包括ケア推進室

　｢いつか店を持ちたい｣「仲間が
欲しい」など夢や目標を持つ女性
のための交流会。
１部　きき酒師の田口玉美さん
　　　の体験談
２部　グループワーク
３部　フリーサロン

子育ての楽しみ方や悩みなど
　　　　　情報交換の場です！！
１部　父親の立場からの
　　　子育て体験
２部　学校生活から気づく
　　　「家庭体験の大切さ」
３部　おしゃべりタイム


