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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。  

                              2017.11.14 配信  第 36 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 11 月現在、新居浜市女性活躍等推進事業所は 12 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。  

【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。これからの３回は、  

○ 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～  

詳しくはえひめ結婚支援センターＨＰ  

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

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

○ 1 月 25 日（木）ヘアアレンジ実践。アイロンテクニック講座～女性編～  

詳しくは⇒ https://www.msc-ehime.jp/event/event_preview.php?id=2267 

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ninnsyou.html
https://www.msc-ehime.jp/event/event_preview.php?id=2266
https://www.msc-ehime.jp/archive/?p=27912
https://www.msc-ehime.jp/event/event_preview.php?id=2267
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○ 2 月 8 日（木）新居浜で購入できる 2 万円台ですべてが揃うファッション  

コーディネート紹介講座～男性編～  

詳しくは⇒ https://www.msc-ehime.jp/event/event_preview.php?id=2268 

 

○「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/ 

 

 

◇２  制度施策紹介  

 

★「ダイバーシティ・マネジメントセミナー」を開催します！  

【内閣府男女共同参画局】 

 

 Society5.0 の到来や人口減少等、これから大きな変化を迎える日本社会におい  

て、企業が持続的成長を実現するためには、女性、若者、シニア、外国人を含めた  

多様な人材の能力を最大限引き出し、社会全体として生産性向上を目指していくこ  

とが不可欠です。こうした中で、ダイバーシティの実現に向けた取り組みは、この  

数年、女性活躍推進をはじめ確実に進んでおり、その成果が形となって現れつつあ  

ります。  

 本セミナーでは、三井住友海上会長の柄澤康喜氏（東京開催）とお茶の水大学客  

員教授の西浦みどり氏（大阪開催）から、ダイバーシティ推進による成果・ビジネ  

スインパクトや、更なる発展に向けた今後の課題や展望についてご講演いただきま  

す。また、事例紹介では、男性等を巻き込んだ意識改革といったこれまでの取り組  

みや、具体的な成果について、先進企業からの事例紹介を通じて、理解を深めます。  

 （経団連・内閣府共催）  

 

日時・場所（いずれも参加無料です）  

○東京開催  2017 年 12 月 18 日（月） 13:30～ 15:30 

経団連会館 2 階経団連ホール  

○大阪開催  2018 年１月 30 日（火） 14:00～ 16:00 

リーガロイヤルホテル大阪 2 階ペリドット  

 

詳細及び申込  

セミナーの詳細及び申込は以下のリンクをご覧ください。  

http://wwwa.cao.go.jp/wlb/event/meeting.html  

 

 

◇３  各種情報  

 

https://www.msc-ehime.jp/event/event_preview.php?id=2268
https://www.msc-ehime.jp/
http://wwwa.cao.go.jp/wlb/event/meeting.html
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★愛媛県男女共同参画センター開館 30 周年記念事業  

 えひめ男女共同参画フェスティバル     【愛媛県男女共同参画センター】  

  平成 29 年 12 月 9 日（土）・ 10（日）の 2 日間  

 愛媛県男女共同参画センター（松山市山越 450 番地）で開催します。  

 

○基調講演「ふたりのイルカ物語  ～今、伝えたいこと」（要申込み）  

 ◇講師  イルカさん  シンガーソングライター  

ＩＵＣＮ国際自然保護連合親善大使・絵本作家  

 ◇日時  平成 29 年 12 月 9 日（土） 10： 45～ 12： 00 

 ◇定員  300 名（先着順：満席になり次第締め切り）  

 ◇参加ご希望の方は往復はがきに、下記の内容をご記入の上、お申込みください。 

      ※往復はがき一枚につき、 1 名。  

（ 1）住所（ 2）氏名（フリガナ）（ 3）年齢・性別（ 4）電話番号（ 5）託児希望  

の有無（ 6）有の場合お子さんのお名前（フリガナ）・年齢・性別  

 

○『佐々木常夫  講演会』  （要申込み）  

  「人生のタイムマネジメント  ～あなたの働き方、変えてみませんか～」  

 ◇講師   佐々木常夫さん   

（株）佐々木常夫マネージメント・リサーチ代表取締役  

 ◇日時   平成 29 年 12 月 9 日（土） 14： 00～ 15： 30 

 ◇場所   愛媛県男女共同参画センター  研修室   

 ◇対象   一般県民（定員 60 名程度）  

      ※応募多数の場合は抽選  

 ◇応募方法   電話、ＦＡＸ、またはハガキで  

（ 1）講演名「佐々木常夫講演会」（ 2）氏名（ふりがな）  

（ 3）電話番号（ 4）郵便番号・住所（ 5）性別（ 6）年齢  

（ 7）差支えなければ、所属先名  

（ 8）託児の有無（お子様のお名前（ふりがな）、年齢、性別）  

    応募〆切： 11 月 17 日（金）必着  

 ◇受講料・託児料  無料  

 ※その他詳細は、下記【お申込み・お問合せ先】までお問い合わせください。  

【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） 

 

★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～」  

『第 3 話』  H29.11.6 公開！！！  

 

 愛媛県では、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  

http://www.ehime-joseizaidan.com/
http://www.pref.ehime.jp/h12100/manga/hime.html
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◇４  新居浜市イベント情報  

 

★  『ういめんずまつり 2017～自分らしく生きよう  元気だせ！～』  

ウイメンズプラザを利用している自主グループ連絡協議会加盟団体（ 44 団体） 

の 1 年に 1 回の活動成果の発表の場として、作品展示・体験コーナー・即売・ 

バザーなど行います。どなたでも来館できます。スタッフ一同、みなさまの来  

館をお待ちしております。  

◇場所   ウイメンズプラザ  

◇日時   11 月 25 日 (土 ) 9： 00～ 16： 00 

11 月 26 日 (日 ) 9： 00～ 15： 00 

【お問い合わせ】   新居浜市庄内町 4-4-19 新居浜ウイメンズプラザ   

TEL 0897-37-1700  

 詳しくは⇒  http://www.niihama.or.jp/03/news/7082.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 

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

http://www.niihama.or.jp/03/news/7082.html
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/
https://www.facebook.com/niihamacity
https://twitter.com/niihama_city
mailto:danjo@city.niihama.lg.jp

