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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。  

                              2018.1.15 配信  第 38 号  

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

                      

★新居浜市イクボス研修を開催します！   【新居浜市男女共同参画課】  

 

『ライフシフター安藤が語る今注目の「ライフシフト」』   

 講師：安藤哲也さん  

    ライフシフト・ジャパン株式会社  代表取締役  

    ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン  ファウンダー  

 

働き方改革を超えた生き方改革―ライフシフト。  

世界最先端の高齢化社会に突入した日本において、国も「人生 100 年時代構想」を

掲げるなか、今注目のキーワードです。イクメンやワーク・ライフ・バランス、イ

クボスなどで注目され、ご自身もライフシフターである安藤哲也さんをお迎えして、

人生 100 年時代のこれからの働き方、生き方を考えます！  

○日時： 2 月 3 日（土） 14:00～ 16:00 

○会場：別子銅山記念図書館  多目的ホール  

○参加費：無料  

○申込方法：電話・ＦＡＸ・メール  

○締切： 1 月 25 日（木）  

○申込・問合せ先：男女共同参画課  ℡： 65‐ 1233 Fax： 65‐ 1255 

e-mail： danjo@city.niihama.lg.jp  

詳しくは⇒  http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/shift.html  

 

★パパだってもっと楽しく子育てしたい！！   参加者募集！  

（全 2 日間  受講料無料）        【新居浜市男女共同参画課】  

○ 1 回目   

日時： 2 月 3 日（土） 10:30～ 12:00 

≪パパ編≫『子どもたちは、笑ってるパパが好き❤』  

      ～パパ同士で“パパの思い”を本音でぶつけてみませんか？～  

      講師：安藤哲也さん   

         ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン  ファウンダー  

≪ママ編≫『今さら聞けない！！ママたちのリアルトーク！』  

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/shift.html
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      講師：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―リエ  代表取締役  

○ 2 回目  

 日時： 2 月 17 日（土） 10:30～ 12:00 

 ≪親子編≫『大好評！！親子のスマホ写真講座  

      ～我が子の「カワイイ」瞬間を残しましょう～』  

      講師：大美光代さん  

        （株）ファミ―リエ  コーディネーター  

○会場：マイントピア別子  

○申込：電話・ＦＡＸ・メールで  

○締切： 1 月 25 日（木）  

ただし、申込が少ない場合は引き続き受け付けますのでお問い合わせください。  

○申込・問合せ先：男女共同参画課  ℡： 65‐ 1233 Fax： 65‐ 1255 

e-mail： danjo@city.niihama.lg.jp  

詳しくは⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/papa.html   

 

 

★  はま恋 de 愛イベントＶ ol.2（新居浜市縁結びサポート事業）開催します！  

                        【新居浜市男女共同参画課】 

  ～恋せよわたし！ともだちからはじめるアフタヌーンティーパーティ～  

 

○日時： 2 月 18 日（日）  13:30～ 16:30（受付 13:00～）  

○場所：リーガロイヤルホテル新居浜  

○対象：男性  市内在住または在勤の 20～ 39 歳位までの独身者  

    女性  20～ 39 歳位までの独身者  

○定員：男性 40 名  女性 40 名  応募者多数の場合は抽選  

○参加費： 2,000 円（えひめ結婚支援センターへの支援金 500 円含む）  

当日支払  

○申込：えひめ結婚支援センターホームページのイベントユーザー登録または  

メールによる申込みとなります。詳しくはお問い合わせください。  

○締切： 2 月 4 日（日）           

○問合せ先：新居浜市縁結びサポートセンター  

（えひめ結婚支援センター東予事務所内） Tel 0897-47-4853 

 詳しくは⇒ https://www.msc-ehime.jp/event/event_preview.php?id=2295 

 

★【はま恋】スタイルアップセミナー参加者募集中！  あと 2 回です！  

 【新居浜市男女共同参画課】  

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、自信をつけて、すてきな出会いに！  

 

○ 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 

○ 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 

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/papa.html
https://www.msc-ehime.jp/event/event_preview.php?id=2295
https://www.msc-ehime.jp/event/event_preview.php?id=2267
https://www.msc-ehime.jp/event/event_preview.php?id=2268
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◇２  制度施策紹介  

 

★事業主・人事労務担当の皆さま、従業員の仕事と家庭の両立に向けた取組を育児  

プランナー・介護プランナーが無料でアドバイスします！  【厚生労働省】  

 

 厚生労働省では、事業主や人事労務担当者を対象に、社会保険労務士等の資格を  

有する育児プランナー・介護プランナーが無料で訪問し、従業員の仕事と育児・仕  

事と介護の両立を支援するための取組方法についてアドバイスしています。従業員  

の円滑な育児休業・介護休業等の取得から職場復帰の流れを作り、復帰後の働き方  

を整備することで、「働きやすく働き続けられる会社」を作っていきましょう。  

 従業員の仕事と育児・仕事と介護の両立支援についてお悩みの事業主の皆様、ぜ  

ひこの機会に育児プランナー・介護プランナーによる支援をご活用ください。  

 詳しくは⇒  http://ikuji-kaigo.com/ 

※支援の流れを動画でご覧になれます。  

育児プランナーによる支援はこちら  ⇒  http://ikuji-kaigo.com/lp/ikuji 

介護プランナーによる支援はこちら  ⇒  http://ikuji-kaigo.com/lp/kaigo 

 

 

◇３  各種情報  

 

★トップランナーミーティングを開催します！  

ひめボスグランプリ公開発表＆基調講演会（参加費無料）  

                  【愛媛県・（一社）愛媛県法人会連合会】 

○日時： 2 月 1 日（木） 13： 00～ 16： 00 

○場所：国際ホテル松山  3 階常盤（松山市一番町 1-13）  

（ 1）ひめボス事例発表  

（ 2）基調講演  

   『御社の働き方改革間違っていませんか？経営戦略としての働き方改革』  

講師：白河桃子さん  

（ 3）表彰・講評  

（ 4）参加者による交流会（名刺交換会）  

定員： 200 名 (聴講無料・事前のお申し込みが必要です ) 

○申込・問合せ   

（一社）愛媛県法人会連合会  松山市大手町 2-5-7 （担当：山本・竹田）  

TEL:089-941-7711 FAX： 089-947-4251 

 

 

◇４  新居浜市イベント情報  

 

★ふれ愛フェスタ  ～ハートＦｕｌｌ新居浜～  を開催します！  

 

○日時 :2 月 4 日（日）  開場 13 時   開演 13 時 30 分～  

○場所 :新居浜市市民文化センター中ホール（新居浜市繁本町 8 番 65 号）  

○参加料 :無料  

○内容  

第 1 部  『歌うの大好き！！』    

http://ikuji-kaigo.com/
http://ikuji-kaigo.com/lp/ikuji
http://ikuji-kaigo.com/lp/kaigo
TEL:089-941-7711
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第 84 回ＮＨＫ全国音楽コンクール四国ブロックコンクール参加校による合唱  

   角野小学校合唱クラブ  

泉川中学校音楽部  

  第 2 部  

  講演 :『おんな城主「井伊直虎」に見る戦国の女性の人権』  

  講師 : 小和田  哲男（静岡大学名誉教授）  

詳しくは⇒ http://www.coms.or.jp/index2.htm 

 

★  マイントピア別子  １０万球のイルミネーション！  

新たに鉱山鉄道を模したオブジェなどを配置し、去年よりも見応えのある装飾とな

っております。温泉も夜 10 時まで営業しておりますので、ぜひお越しください。  

○点灯期間：～ H30 年 2 月 28 日  

○点灯時間： 17： 00～ 22： 00 

詳しくは⇒ http://besshi.com/archives/2527/ 

 

 

 

※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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