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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

◆◇◆ にいはま 男女共同参画メール ◆◇◆ 

 

                                                                新居浜市男女共同参画課 

 

 このメールマガジンは、男女共同参画社会づくりに向け、最新の情報や基本的な考え方などをお届け

しています。是非ご覧ください。 
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◇１ 募集＆事業のご案内 

 

★女性活躍等推進事業所認証制度 認証事業所を募集しています。 【新居浜市男女共同参画課】 

『平成 29年 6月 15日現在、新居浜市女性活躍等推進事業所は 11事業所です』 

 

「新居浜市女性活躍等推進事業所認証制度」は、事業所や団体等で女性の活躍推進への取組を宣言し、

宣言内容を提出していただくと、市が「女性活躍等推進事業所」として認証し、認証事業所に対して、

宣言達成に向けた事業所内研修会の講師費用の支援や、事業所名や取組内容等の広報、必要な情報の提

供等を通してその活動を支援するものです。 

地域経済の活性化のためには、女性の能力を活かす活動への迅速かつ重点的な取り組みが必要である

とされており、当課では、平成 27年 7月から取り組んでいます。各事業所・団体等におかれましては、

この事業の趣旨をご理解いただき、女性の活躍推進宣言を積極的にしていただき、この制度をご活用さ

れますようお願いいたします。 

 

【対 象】市内に活動拠点を有し、事業活動を行う事業所等 

【要  件】次のいずれかの取組を行っていること 

     ・仕事と家庭・地域生活の両立支援の取組 

     ・男女が共に働きやすい職場環境づくりに向けた取組 

     ・女性の能力の活用に向けた取組 

     ・働く場における女性の活躍推進に向けた取組 

【手続き】新居浜市女性活躍等推進事業所認証申請書を提出 

【有効期間】認証日から起算して 3年間 

【提出・問合せ先】男女共同参画課 ℡：65－1233 Fax：65－1255 

 詳細 ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ninnsyou.html 

 

 

 

★「男女共同参画社会づくり推進県民大会」を開催します  【愛媛県男女参画・県民協働課】 

  入場料は “無料”  

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ninnsyou.html
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日時： 平成２９年６月２０日（火）１３：００～１５：３０  （開場１２：００～） 

場所： ひめぎんホール サブホール（松山市道後町２丁目５番１号） 

プログラム 

 ○基調講演  経営戦略としての働き方改革 

               ～個性を引き出す人事の考え方～ 

   ・講 師： 青野 慶久さん 

                （サイボウズ（株）代表取締役社長） 

 ○て い 談 ひめボスが未来をつくる～変える、変わる。ワークスタイル～ 

  ・出 演： 青野 慶久さん（基調講演講師） 

        桐木 陽子 さん（松山東雲短期大学教授） 

        徳倉 康之 さん（NPO法人ファザーリング・ジャパン理事、 

        （株）ファミーリエ代表取締役） 

申込方法： はがき、電話、ＦＡＸ、Ｅメールで、参加者氏名（代表者）、参加人数、 

      連絡先、託児の有無を、次の【お申込み・お問合せ先】までご連絡ください。 

【お申込み・お問合せ先】 

愛媛県県民環境部県民生活局    TEL：089-912-2332/FAX：089-912-2444 

   男女参画・県民協働課   E-mail：danjokyodo@pref.ehime.lg.jp 

   男女参画グループ        HP：http://www.pref.ehime.jp/h15200/h15200.html 

 

 

 

★花咲くなでしこ応援塾 受講生募集中   【愛媛県男女共同参画センター】 

      参加費・託児無料 

 

テーマ「仕事も！ライフも！─私の花を咲かせるために」 

第１回     

 日 時  ７月８日（土） １０：００～１２：１５ 

 テーマ  ・開講式・オリエンテーション 

      ・女性が輝く社会にむけて ～未来に向かって種をまこう～ 

 講 師  NPO法人ワークライフ・コラボ 代表理事 堀田 真奈 さん 

第２回     

 日 時  ７月２９日（土）１０：００～１２：００ 

 テーマ  イライラ、怒りと上手に付き合うアンガーマネジメント 

 講 師  一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会 

      アンガーマネジメントコンサルタント 

      産業カウンセラー 石井 真奈 さん 

第３回     

 日 時  ８月１９日（土）１０：００～１２：１５ 

 テーマ  ・人前であがらないスピーチ術 

      ・閉講式 

 講 師  Amano Aim Office 

      代表 天野 淑子 さん 

実施場所  愛媛県男女共同参画センター（松山市山越町450番地） 

対  象  現在就業中の１８歳以上で県内在住の女性 

      おおむね３回とも受講可能な方 

定  員  ２５名程度 

mailto:danjokyodo@pref.ehime.lg.jp
http://www.pref.ehime.jp/h15200/h15200.html
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参 加 費  無料 

申込期間  平成２９年５月２６日（金）～平成２９年６月２８日（水）（必着） 

      応募多数の場合は抽選とし、受講の可否は締切日以降に郵送で通知します。 

託  児  対象は満６ヶ月から就学前のお子さんです。詳細についてはお問い合わせください。 

申  込  電話、ＦＡＸ、または、はがきにて 

       （１）氏名（フリガナ） 

       （２）郵便番号、住所 

       （３）年齢 

       （４）電話番号（日中連絡のとりやすい番号） 

       （５）職業（職種）※差支えなければ、所属名も 

       （６）性別 

       （７）託児を希望される場合は、 

          子どもの名前（ふりがな）、年齢、性別をお知らせください。 

【お申込み・お問合せ先】 

  （公財）えひめ女性財団      〒791-8014 松山市山越町 450番地 

  愛媛県男女共同参画センター     TEL：089-926-1633 / FAX：089-926-1661 

         H P：http://www.ehime-joseizaidan.com/ 

                  休館日：月曜祝日（月曜が祝日の場合は翌日も） 

 

 

◇２ 制度施策紹介 

 

★「平成 29年版男女共同参画白書」を 6月 9日に閣議決定・公表しました【内閣府 男女共同参画局】 

 

 本年の特集においては、女性活躍推進法の全面施行後１年間における国及び地方公共団体、民間企業

の女性活躍推進の取組等を紹介するとともに、法律の施行を契機に女性活躍推進の取組を更に推し進め、

社会全体として女性の活躍を加速・拡大していくことの必要性について記載しています。 

 本白書は、内閣府男女共同参画局ホームページに掲載しています。 

 

※詳細は以下をご覧ください。 

 http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/index.html 

 

 

◇３ 各種情報 

 

★「イクメン企業アワード 2017」「イクボスアワード 2017」応募受付中です！ 

男性の育児と仕事の両立を推進する企業や管理職を募集。（7月 21日まで）     【厚生労働省】 

 

 厚生労働省では、育児を積極的に行う男性＝「イクメン」を応援し、男性の育児休業取得を促進する

イクメンプロジェクトの一環として、今年度も「イクメン企業アワード」と「イクボスアワード」を実

施します。 

 「イクメン企業アワード」は、男性の育児と仕事の両立を積極的に促進し、業務改善を図る企業を表

彰するものです。 

 一方、「イクボスアワード」は、部下の育児と仕事の両立を支援する管理職＝「イクボス」を企業など

からの推薦によって募集し、表彰するものです。 

 全国各地の企業・団体の皆さまからの積極的なご応募をお待ちしています！ 

http://www.ehime-joseizaidan.com/
http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/index.html
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※詳細は以下をご覧ください。 

 http://ikumen-project.jp/ 

 

 

◇４ 新居浜市イベント情報 

 

★『新居浜市市制施行 80周年記念事業』 

【東京富士美術館コレクション ー美の東西ー】開催中～6月 25日（日曜日）まで～ 

 

東京富士美術館は、1983年に開館し、基盤となった西洋絵画を中心に、そのコレクションはわが国有

数の規模を誇っています。今回の展覧会は、東京富士美術館が所蔵するフランス印象派の絵画とともに、

西洋近代絵画の代表作を紹介し、同時に竹内栖鳳や横山大観ら、わが国の近代絵画を代表する日本画作

品を加えて、西欧と日本に展開した創造世界を「美の東西」のテーマのもとに対比させるはじめての企

画となります。洋画ではなく、わが国の伝統的な表現を引き継ぐ日本画と西洋画を対峙させることで、「美

の東西」の交流、そして新たな共鳴にも気づく場となるに違いありません。 

 これまで新居浜市では、ヨーロッパ絵画を一堂に展望する機会はありませんでしたが、東京富士美術

館の珠玉のコレクションによって、西洋絵画とともに、わが国を代表する日本画を同時に紹介し、本展

はその「美の東西」の息吹をご堪能いただく好機となるでしょう。 

 

 

会  期  2017年 4月 29日（土・祝）～ 6月 25日（日） 

開館時間  9時 30分から 17時 

休 館 日   月曜日 

会  場  新居浜市美術館 展示室 1・2（あかがねミュージアム 2階） 

 

詳しくはあかがねミュージアムホームページで http://www.akaganemuseum.jp/ 

 

 

※このメールマガジンは、新居浜市ホームページの「男女共同参画課」に、「にいはま男女共同参画メー

ルマガジン」として掲載しています。 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 内閣府男女共同参画局     http://www.gender.go.jp/ 

仕事と生活の調和推進ホーム  http://wwwa.cao.go.jp/wlb/index.html 

 愛媛県男女参画・県民協働課  http://www.pref.ehime.jp/h15200/h15200.html 

 愛媛県男女共同参画センター  http://www.ehime-joseizaidan.com/site/ehime-danzyo-center/ 

 ポジティブ・アクション情報ポータルサイト http://www.positiveaction.jp/ 

 イクメンプロジェクト     http://ikumen-project.jp/index.html 

 仕事と育児カムバック支援サイト http://www.comeback-shien.jp/ 

 働き方・休み方改善ポータルサイト http://work-holiday.mhlw.go.jp/ 

 

---niihama---niihama---niihama---niihama---niihama---niihama-------------------------------- 

 

 ～リアルタイムに情報発信中～新居浜市政や魅力を発信しています。 

  新居浜市ホームページ      http://www.city.niihama.lg.jp/ 

http://ikumen-project.jp/
http://www.akaganemuseum.jp/
http://www.gender.go.jp/
http://wwwa.cao.go.jp/wlb/index.html
http://www.pref.ehime.jp/h15200/h15200.html
http://www.ehime-joseizaidan.com/site/ehime-danzyo-center/
http://www.positiveaction.jp/
http://ikumen-project.jp/index.html
http://www.comeback-shien.jp/
http://work-holiday.mhlw.go.jp/
http://www.city.niihama.lg.jp/
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  新居浜市公式フェイスブック  https://www.facebook.com/niihamacity 

  新居浜市公式ツイッター      https://twitter.com/niihama_city 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◇◇ 発行 新居浜市市民部男女共同参画課 ◇◇ 

    〒７９２－８５８５ 新居浜市一宮町一丁目５番１号 

     ＴＥＬ ０８９７－６５－１２３３ 

     ＦＡＸ ０８９７－６５－１２５５ 

     e-mail  danjo@city.niihama.lg.jp 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

https://www.facebook.com/niihamacity
https://twitter.com/niihama_city
mailto:danjo@city.niihama.lg.jp

