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１１

組織活
情 報 広 場
社会の実現については，内閣府において，21 世紀の

決定する最重要課題と位置づけ，様々な分野での男女

形成に関する施策の促進を図っていくことが重要であ

。

男女の人権の尊重，②社会における制度又は慣行につ

政策等の立案及び決定への共同参画，④家庭生活にお

活動の両立，⑤国際的強調の５本柱の基本理念の下，

会づくりの推進に取り組んでいます。

，「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」

しており，企業や民間団体，関係府省，地方公共団体

とに様々な取り組みを実施しています。

イフ・バランス」の実現は，国民の皆さん一人ひとり

できる社会の実現にとって必要不可欠です。１１月の

進月間では，県や市町村のイベントに積極的に参加し

女共同参画の推進に加え，あなたの身近な「ワーク・

ス」について考えてみてはいかがでしょうか。

月は男女共同参画推進月間です！

トップが変われば

組織が変わる

■男女共同参画推進月間とは・・・

県では，職場や地域，家庭などに

おける男女共同参画への関心と理

解を深め，様々な活動が積極的に行

われるよう，県男女共同参画推進条

例に基づき，毎年１１月を男女共同

参画推進月間と定めています。

市町村においても，１１月に様々

なセミナーやイベント等を予定し

ており，各分野への普及啓発を行い

ます。
平成２２年度 ハーモニートップセミナー

ワーク・ライフ・バランスで
ワーク・ライフ・バランス

～私は仕事も家族も決してあきらめない～

師 株式会社東レ経営研究所 特別顧問

佐々木 常夫 氏

ー功労賞 表彰式（男女共同参画のために先駆的な実績を残した個人，団体，事業所）

平成２２年１１月２４日（水）１３:３０～１５:３０

茨城県市町村会館 講堂

企業経営者，各種団体のリーダー，市町村長など各界のトップ

お問い合せ先＞

公室女性青少年課 男女共同参画担当

５５５ 水戸市笠原町９７８番６

9-301-2178 FAX：029-301-2189 E-mail：josei1@pref.ibaraki.lg.jp

性化，生産性向上を実現！

申込書は

こちらから

mailto:josei1@pref.ibaraki.lg.jp



平成２２年度


ハーモニーハーモニー
トップセミナートップセミナー


ワーク・ライフ・バランス で


組織活性化，生産性向上 を実現！


講師 佐々木 常夫 氏


株式会社東レ経営研究所 特別顧問


◆講演


ワーク・ライフ・バランス


～私は仕事も家族も


決してあきらめない～


◆ハーモニー功労賞 表彰式
（男女共同参画のための先駆的な実績を
残した個人，団体，事業所）


主 催 茨城県


後 援
茨城県教育委員会，茨城県市長会，茨城県市議会議長会，茨城県
町村会，茨城県町村議会議長会， (社)茨城県経営者協会，茨城県
商工会議所連合会，茨城県商工会連合会，茨城県中小企業団体中
央会，茨城県女性団体連盟，茨城県青年団体連盟，茨城県農業協
同組合中央会，茨城県弁護士会，(財)21世紀職業財団茨城事務所，
日本労働組合総連合会茨城県連合会


お問い合わせ・お申し込み （裏面の申込書をご利用ください。）


茨城県知事公室女性青少年課 男女共同参画担当 〒310-8555 水戸市笠原町978番6


TEL 029-301-2178 FAX 029-301-2189 E-mail josei1@pref.ibaraki.lg.jp


日時


会場


トップが変われば
組織が変わる


対象


講師プロフィール


１９４４年秋田市生まれ。６９年東大経済学部卒業，同年東レ入社。
自閉症の長男に続き，年子の次男，年子の長女が誕生。妻は
肝臓病で入退院を繰り返す中，うつ病を併発。その間，全ての
育児・家事・看病をこなす過酷な日々の中でも、破綻会社の再
建や事業改革などに全力で取組む。その実績が認められ，２００
１年同期トップで取締役，２００３年東レ経営研究所社長に就任。
数度の事業改革の経験から独特の経営観を持ち，経営者育成
のプログラム講師などを実践。２０１０年７月，株式会社東レ経営
研究所特別顧問就任。著書『ビッグツリー私は仕事も家族も決
してあきらめない』２００６年出版と同時に朝日新聞「ひと」欄に
掲載され，テレビ局各社に特集で放送される。現在，週刊『東
洋経済』に「戦略的リーダーの仕事術」のコラムを好評連載中。


平成２２年


１１月２４日 （水）
１３：３０～１５：３０
（受付１３：００～）


茨城県市町村会館 講堂
〒310-0852水戸市笠原町978-26


企業経営者，各種団体のリーダー，市町村長など
各界のトップ


お車でお越しの場合は，
茨城県庁来客用駐車場を
ご利用ください。


駐車場







下欄に必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたは郵送でお申し込みください。


Eメールでお申し込みの場合は、必要事項をメール本文にご記入ください。


【お申し込み先】


茨城県知事公室女性青少年課 〒310-8555 水戸市笠原町978番6


電話 029-301-2178


FAX 029-301-2189


Eメール josei1@pref.ibaraki.lg.jp


【締め切り】 平成２２年１０月２７日（水）必着


茨城県知事公室 女性青少年課 行 FAX 029-301-2189


※ ご記入いただきました内容は、当イベントの参加者管理にのみ使用いたします。


※ 当イベント事務局以外の団体・個人等の第三者に対して、情報を開示・提供することは一切ありません。


お申込み方法


貴社名・団体名 業種


TEL


FAX


E-mail


連絡担当者 所属・役職


出席者名


（フリガナ）


役職


（フリガナ）


（フリガナ）


出席者名 役職


平成２２年度 ハーモニートップセミナー 参加申込書





H22010672
添付ファイル
トップセミナーチラシ.pdf



契約している保険はこのままでいいのかしら？ 無駄に保険料をはらってないかしら？

今更きけない保険の基礎知識や疑問について，ファイナンシャルプランナーが丁寧にお答えします。

日 時 平成２２年１１月１７日（水）１３:３０～１５:３０

講 師 (有)アーツプランディア代表取締役 ファイナンシャルプランナー

郡司 敦子 氏

場 所 女性プラザ男女共同参画支援室

受 講 料 無料

募集人数 ３０名（先着順）

＜お申込み・お問い合せ先＞

女性プラザ男女共同参画支援室

〒310-0011 水戸市三の丸 1-7-41

いばらき就職支援センター３階

TEL：029-233-3982（ｻﾝｷｭｰﾊｰﾓﾆｰ） FAX：029-233-1330

暴力は誰に対するものであっても許されるものではありません。特に配偶者等からの暴力，性犯罪，売

買春・人身取引，セクシュアル・ハラスメント，ストーカー行為等の女性に対する暴力は、女性の人権を

著しく侵害するもので，男女共同参画社会を実現していく上での重要な課題です。

配偶者暴力支援センターや警察に寄せられる配偶者からの暴力相談件数は年々増加しています。「女性

に対する暴力をなくす運動」は，こうした女性に対する暴力の根絶に向けて，11 月 12 日から 25 日の

間，意識啓発に取り組もうという運動です。この機会に女性に対する暴力や女性の人権について改めて考

えてみましょう。

婦人相談所（配偶者暴力支援センター）

029-221-4166（平日 9:00～21:00，土日祝日 9:00～17:00）

県警察本部「女性と家庭の相談室」 029-301-0110 及び各警察署配偶者からの暴力に関する相談

NPO 法人ウィメンズネット「らいず」0294-36-5260（月 13:00～16:00）

029-222-5757（水・金 10:00～16:00）

性犯罪に関する被害についての相談 県警察本部性犯罪被害者相談「勇気の電話」 029-301-0278（平日 8:30～17:30）

つきまとい・ストーカー行為の被害についての相談 県警察本部「女性と家庭の相談室」 029-301-0110 及び各警察署

職場におけるセクシャルハラスメントについての相談 厚生労働省茨城労働局雇用均等室 029-224-6288（平日 8:30～17:15）

上記の犯罪等による被害の未然防止についての相談 警察安全総合相談センター 029-301-9110（平日 8:30～17:30）

平成２２年１１月１２日(金)から１１月２５日(木)は

「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間です。

賢く生きる 平成２２年度男女共同参画チャレンジ支援セミナー

保険とお金の上手な付き合い方

～自分の保険を自分で見直す～

女性プラザ

男女共同参画支援室

からのお知らせ

・水戸駅から日立方面に向かっ

て徒歩約 10 分。

・車でお越しの方は三の丸庁舎

（旧県庁舎）の駐車場をご利

用ください。無料利用券をお

渡しいたします。

申込書は

こちらから

女性に対する

暴力根絶のための

シンボルマーク




契約している保険はこのままでいいのかしら？無駄に保険料を払っていないかしら？とい


った保険に関する悩みを抱えている方は必見です！


今更聞けない保険の基礎知識や疑問について、ファイナンシャルプランナーが丁寧にお答


えいたします。


日 時 平成２２年１１月１７日（水） 午後 1:30 ～ 3:30


講 師 郡司 敦子 さん


（有）アーツプランディア代表取締役


ファイナンシャルプランナー


場 所 女性プラザ男女共同参画支援室


受講料 無料


募集人数 ３０名（先着順）


■女性プラザ男女共同参画支援室


〒３１０－００１１ 水戸市三の丸１－７－４１


お申込み・お問合せ先


電 話：０２９（２３３）３９８２


F A X：０２９（２３３）１３３０


（FAX でのお申込みは，裏面の参加申込書をご利用ください）


・水戸駅から日立方面に向


かって徒歩約 10 分


・車でお越しの方は、三の


丸庁舎（旧県庁舎）の駐


車場をご利用ください。


無料利用券をお渡ししま


す。


このセミナーでは、保険証


書のコピーを持参していた


だき、その見方を学んで現状


を知り、ご自分で改善すべき


ところを見つけていただき


ます。（電卓も持参して下さ


い。）


会場案内図


平成２２年度男女共同参画チャレンジ支援セミナー（第３回）







賢く生きる！保険とお金の上手な付き合い方


平成 年 月 日


FAX ０２９－２３３－１３３０


女性プラザ男女共同参画支援室 行


フリガナ


氏 名
性 別 年 齢 才代


住 所 〒 －


電話番号 FAX


職 業 □自営業 □会社員 □主婦 □学生 □その他（ ）


このセミナーを何でお知りになりましたか？（該当項目にチェックを入れて下さい）


□ チラシ


□ 新聞・雑誌などの記事・広告


□ 知人からの紹介


□ その他（ ）


※ セミナー終了後、講師への質問・相談コーナーを開きます。これが知りたい、これを


聞いてみたいということがありましたら、以下にご記入ください。（当日でも予定時間


の範囲内でお受けいたします。）


＜茨城県男女共同参画チャレンジ支援サイトのご案内＞


県では，起業，再就職，地域・団体活動など，さまざまな分野にチャレンジしようとする人に対して，


チャレンジに必要な情報を目的別・テーマ別に提供しています。ご活用ください！


ＵＲＬ：http://www.challenge.pref.ibaraki.jp


［講師への質問事項など］


平成２２年度 男女共同参画チャレンジ支援セミナー(第３回)参加申込書





H22010672
添付ファイル
第３回セミナーチラシ.pdf


