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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。  

                              2017.10.25 配信  第 35 号  

------------------------------------------------------------- ------------ 
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◇１  募集＆事業のご案内  

 

★女性活躍等推進事業所  認証第 12 号！  ～日本政策金融公庫新居浜支店～  

【新居浜市男女共同参画課】  

 

平成 29 年 9 月 25 日付けで「日本政策金融公庫新居浜支店」が新居浜市女性活躍  

等推進事業所としての認証事業所になりました。  

女性活躍等の取組としては、「我々は、男女を問わず、人材育成・能力開発はも  

ちろん女性の活躍推進及び個々のワークライフマネジメントの実践を支援します。 

そして職員一人ひとりが最大限に能力を発揮できる働きがいのある職場づくりに  

取組みます。」と宣言されました。  

認証書交付に当たって橋本支店長は、「今後も男女ともにワークライフ・マネジ  

メントの実践に取組んで参ります。」とコメントされました。  

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

 

 

○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！！  

 

【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  

 

 

★【はま恋】スタイルアップセミナー参加者募集中！  【新居浜市男女共同参画課】 

  外見の魅力度アップ手段を知り、好感がもてる男女になる！セミナー  

～ヘアスタイルとファッションが 100％！～  

 

新居浜市在住・在勤の独身男女のためのスタイルアップセミナーです。  

自分の魅力を引き出すテクニックを学びましょう。  

自信をつけて、すてきな出会いにつなげてください。  

毎月１回男女交互にセミナーが開催されています。次回は、  

○ 11 月 9 日（木）自分に似合うファッションとヘアスタイルを知ろう～女性編～  

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/nihonnseisaku.html
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ninnsyou.html
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詳しくはえひめ結婚支援センターＨＰ  

⇒ https://www.msc-ehime.jp/event/event_preview.php?id=2265 

○ 12 月 14 日（木）自分に似合うファッションとヘアスタイルを知ろう～男性編～  

詳しくは⇒ https://www.msc-ehime.jp/event/event_preview.php?id=2266 

チラシ⇒ https://www.msc-ehime.jp/archive/?p=27912  

 

○「新居浜市縁結びサポートセンター」はウイメンズプラザ内に！！！   

 

登録・相談に関する予約をお待ちしています。  

  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/ 

 

 

★ひめボスグランプリエントリー募集します！【愛媛県男女参画・県民協働課】  

「ひめボス」とは、愛媛県版イクボス。愛媛の活性化を願い、愛媛で働く人を応  

援する上司のことです。部下の仕事と生活の調和を考え、組織の業績も成果を出し  

つつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司「イクボス」に地域参画・地  

域活性化の視点を加え、「ひめボス」として募集します。  

○募集対象  

  県内に勤務する法人、その他団体（国、地方団体を含む）の管理職や代表者等  

  いわゆる上司である  個人  （男性・女性は問いません）  

○応募資格  

  所属する法人、その他団体から推薦があった者  

○審査項目（次の１～４）  

  （１）部下の仕事と生活（育児・介護、地域活動等）の両立への配慮・取組・ 

成果  

  （２）業務効率を上げ、業務上の結果を出すための取組み・成果  

  （３）自らの仕事と生活の充実及び愛媛の活性化を願い、積極的に地域参画・ 

    地域貢献する取組み  

  （４）部下からの推薦メッセージ  

○応募締切   11 月 30 日（木） 17： 15 ※必着  

○応募方法  

  ◇応募用紙は県のホームページに掲載しています。  

   「ひめボスグランプリ」で検索  又は、  

下記のＵＲＬから  

  http://www.pref.ehime.jp/h15200/joseikatsuyaku/himeboss -gp.html 

  ◇書類審査を通過した方は 1 月に開催されるトップランナーミーティングに  

おいて、公開発表を行っていただきます。公開発表では部下の応援スピーチ  

を実施します。未来を変えるのはひめボスである、皆さんです！  

【ご提出先・お問合せ先】  

https://www.msc-ehime.jp/event/event_preview.php?id=2265
https://www.msc-ehime.jp/event/event_preview.php?id=2266
https://www.msc-ehime.jp/archive/?p=27912
https://www.msc-ehime.jp/
http://www.pref.ehime.jp/h15200/joseikatsuyaku/himeboss-gp.html
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  愛媛県県民環境部         〒 790-8570 松山市一番町 4-4-2   

  男女参画・県民協働課       TEL：089-912-2332 / FAX：089-912-2444 

  男女参画Ｇ            E-mail:danjokyodo@pref.ehime.lg.jp 

 

 

★ＤＶ相談員養成講座の開催            【新居浜市男女共同参画課】 

 第 2 回ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）相談員養成講座を開催します。  

○日時： 11 月 12 日（日） 10:00～ 12:00 

○場所：新居浜ウイメンズプラザ  2 階  視聴覚室  

○対象：どなたでも  参加料：無料  

○申込方法：電話・ＦＡＸ・メールで、氏名（ふりがな）、住所、電話番号  

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

 

 

◇２  制度施策紹介  

 

★毎年 11 月 12 日から 11 月 25 日は「女性に対する暴力をなくす運動」  

 【内閣府  男女共同参画局】  

 

毎年 11 月 12 日から 11 月 25 日（女性に対する暴力撤廃国際日）までの 2 週間。 

夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、スト  

ーカー行為等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あり、男女  

共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。   

パープル・ライトアップへのご協力もお願いいたします。  

 「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  

「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/ind ex.html 

 

 

◇３  各種情報  

 

★えひめの暮らしやすさＰＲマンガ               【愛媛県】  

「ヒメのいるまち  ～ A Place of My Own～」  

 

 愛媛県では、進学や就職を機に若者が県外へ転出することが、本県における人口  

減少の大きな要因であることを踏まえて、これから進学・就職を迎える若い方たち  

に「愛媛で暮らす魅力」をご理解いただくために PR マンガを制作しました。  

本作品を通じて、愛媛の若い方はもちろん愛媛県民全員、さらには全国の皆さん  

にも、愛媛県の魅力そして愛媛で暮らすことの魅力を知っていただき、愛媛のこと  

を大好きになっていただければと思います。  

こちら→ http://www.pref.ehime.jp/h12100/manga/hime.html  

 

◇４  新居浜市イベント情報  

 

★  広瀬のもてなし（広瀬歴史記念館開館 20 周年記念）  

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/no_violence_act/index.html
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/purple/index.html
http://www.pref.ehime.jp/h12100/manga/hime.html
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「おもてなし」のイベントを開催いたします。  

「広瀬のもてなし」開催期間（ 11/3～ 5）は、広瀬歴史記念館（旧広瀬邸・展  

示館）を無料公開いたします。  

【日時】 11 月 3 日（金・文化の日）、 4 日 (土 )、 5 日 (日 ) 

 10 時から 16 時まで  

【場所】広瀬歴史記念館  旧広瀬邸・展示館  

【内容】台所喫茶店（有料）（高校生ボランティアサークルＭａｙ）   

11/3・ 5 10： 00～ 16： 00 

    抹茶席（有料）（高齢者生きがい創造学園茶道部）  

 11/4 10： 00～ 16： 00 

他にもさまざまな企画でお待ちしております。  

 

詳しくは→ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hirose/motenashi.html  

 

    

  

※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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