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                                                 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  

 

★「新居浜市縁結びサポートセンター」オープン！！！   

【新居浜市男女共同参画課】 

「愛結び」の常設コーナーをウイメンズプラザ内に 9 月 16 日（土）から開設し  

ました。「愛結び」は、県が（一社）愛媛県法人会連合会に委託して実施してい  

る「えひめ結婚支援センター」のお見合いシステムです。  

ビッグデータを活用したマッチングや異業種（企業間）交流イベントなどで独身  

者の出会いの機会を創出します。  

登録・相談に関する予約をお待ちしています。  

○縁結びサポートセンター  

  新居浜市女性総合センター（ウイメンズプラザ 1 階  図書コーナー）  

   新居浜市庄内町四丁目 4 番 19 号  

水曜日・金曜日   17： 00～ 21： 00 

  土曜日・日曜日   10： 00～ 17： 00 

  ≪予約制≫  

【問合せ先】  

えひめ結婚支援センター東予事務所  ℡： 47-4853 

 https://www.msc-ehime.jp/ 

男女共同参画課  ℡： 65－ 1233 Fax： 65－ 1255 

 

★  男女共同参画週間の報告        【新居浜市男女共同参画課】  

毎年 8 月 1 日～ 7 日を男女共同参画推進週間と定め、市民の皆さんに広く男女共同  

参画の趣旨を知っていただき、男女共同参画の推進への積極的な取り組みが行われ  

るよう、重点的に啓発活動などを行うためで、期間中に市内各施設で様々なイベン  

トや講座などが開催されました。  

 にいはま女性フォーラム‘ 17 8 月 5 日 (土 ) ウイメンズプラザ  

 男の料理教室  口屋跡公民館、新居浜公民館   など  

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

 

 

https://www.msc-ehime.jp/
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/houkoku.html
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★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 9 月 19 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。  

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。  

【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 

 

 

★平成 29 年度リーダー養成セミナーオープンカレッジ  

 【愛媛県男女共同参画センター】  

愛媛県版イクボス  ひめボス宣言のススメ  

～働き方改革が社会を変える！～  

少子高齢社会のなか、育児や介護など時間制約を抱える社員は増加しています。 

多様なメンバーを活かす職場を実現するためにリーダーとして必要な意識改革を  

学びます。  

○日時：平成 29 年 10 月 12 日（木） 13： 30～ 15： 00 

○場所：愛媛県男女共同参画センター 3 階研修室   

○講師：株式会社東レ経営研究所ダイバーシティ＆ワークライフバランス推進部長  

    宮原  淳二  氏  

○対象：県内在住の 18 歳以上の方  

○定員： 60 名程度  

○申込方法：電話・ＦＡＸまたはハガキにて、下記必要事項をお知らせください。 

   （１）希望する講座名（ひめボス宣言のススメ）  （２）氏名（ふりがな） 

 （３）年齢   （４）性別  （５）郵便番号・住所   （６）電話番号  

   （７）所属先名（会社・グループ等）  

   （８）託児の有無（お子様のお名前、年齢、性別）  

   〆切： 9 月 29 日（金）必着  

○受講料：無料  

○託児：無料、満６ヶ月から就学前のお子さんが対象です。  

 【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） 

 

 

 

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ninnsyou.html
http://www.ehime-joseizaidan.com/


3 

 

◇２  制度施策紹介  

 

★「パープル・ライトアップ」をしてみませんか？  【内閣府  男女共同参画局】  

  

 平成 29 年度「女性に対する暴力をなくす運動」期間中（ 11 月 12 日～ 11 月 25 

日）に、パープル・ライトアップへのご協力をお願いいたします。  

 毎年、東京タワーや東京スカイツリーをはじめ、全国の様々なタワーや商業施設  

などを、女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボンにちなみ、紫色に  

ライトアップしていただいています。 (※各地のライトアップ写真は下記ＨＰにて  

ご紹介しています。 ) 

 ぜひ下記ＵＲＬより募集ページをご覧いただき、実施のご検討や呼びかけをお願  

いいたします。  

「パープル・ライトアップ」について詳細と申込はこちら↓  

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/purple/index.html  

「女性に対する暴力をなくす運動」についてはこちら↓  

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/no_violence_act/index.html  

 

★従業員の育児休業取得・介護離職でお困りの事業主の方へ。  

育児プランナー・介護プランナーがお手伝いします！   【厚生労働省】  

 

 これから育児休業を取得する従業員のために職場の環境整備を進めたい事業主  

の方、従業員の仕事と介護の両立を支援したいとお考えの事業主の方を、社会保険  

労務士等の資格を有する育児・介護プランナーが訪問し、円滑な育児休業・介護休  

業等の取得から職場復帰までの取組方法について無料でアドバイスいたします。  

 また、全国で「中小企業のための育休復帰支援セミナー」「仕事と介護の両立支  

援セミナー」を開催し、プランナー支援を経験した事業主の声とともに仕事と育  

児・介護の両立の方法をお伝えします。セミナー後には相談会も開催しますのでご  

活用ください（事前申込制・参加無料）。  

 プランナー及びセミナーの詳細・お申し込みについては  

こちら→ http://ikuji-kaigo.com/ 

 

 

◇３  各種情報  

 

★『笑顔つなぐえひめ国体』 4 競技が新居浜市で開催されます！  

 

2017 年（平成 29 年） 9 月 30 日（土）に開幕する『えひめ国体』  

10 月 1 日（日）から 9 日（月）まで新居浜市で開催される 4 競技【正式競技】は、  

ウエイトリフティング（全種目）  

セーリング（全種目）  

サッカー（少年男子）  

軟式野球（成年男子）  

新居浜市出身の選手も多数出場しますので、ぜひ競技会場で応援をお願いします！  

詳しくはこちら⇒ http://www.niihama-kokutai.jp/  

 

 

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/purple/index.html
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/no_violence_act/index.html
http://ikuji-kaigo.com/
http://www.niihama-kokutai.jp/
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★新居浜ウイメンズプラザをご存知ですか。    【新居浜市男女共同参画課】  

 女性総合センター（ウイメンズプラザ）は「健康・交流・学習」をテーマに多く  

の女性が集い、共に学び就業生活や家庭生活に必要な情報収集、提供をはじめ健康  

づくり、知識技能の習得や相談業務などを実施しています。   

 お気軽にご利用ください。  

※詳細は女性総合センターのホームページ  

http://www.niihama.or.jp/03/event/h29.html をご覧ください。  

 

◇４  新居浜市イベント情報  

 

★  新居浜太鼓祭り市制施行 80 周年記念イベント！  

 

○ 10 月 15 日（日） 12： 45～ 16： 45  

新居浜駅会場≪あかがねミュージアム周辺≫   30 台  

○ 10 月 17 日（火） 12： 00～ 20： 30 山根グラウンド会場  20 台  

詳しくは新居浜市ホームページ  太鼓台運行予定  

⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/uploaded/attachment/29262.pdf  

 

 

※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/ 

  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 
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