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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。  

                              2018.2.20 配信  第 39 号  

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

                   

★男女共同参画社会づくり講演会を開催します ! 【新居浜市男女共同参画課】  

 平成 3 年 3 月 16 日に設立した新居浜市女性連合協議会の発足記念事業として、  

女性の地位向上と社会参画を促進し、男女共同参画社会の実現を目指すことを目的  

として開催します。ぜひご来場ください。  

 ○開催日時：平成 30 年 3 月 17 日（土） 13:30～ 15:00（開場 13:00）  

 ○場所：ウイメンズプラザ  多目的ホール  

 ○講師：石蔵  文信  さん  

大阪大学人間科学研究科未来創造センター招へい教授  

 ○テーマ：心とカラダの健康は“男女共同参画”から  

 ○参加料：無料（整理券が必要です）  

      整理券は、男女共同参画課（市役所 2 階）、ウイメンズプラザにあり  

ます。  

 ○主催：新居浜市女性連合協議会、共催：新居浜市  

 ○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/syakaidukuri.html  

 

 

◇２  制度施策紹介  

 

★平成 30 年度「男女共同参画週間」のキャッチフレーズを募集します！  

【内閣府  男女共同参画局】  

 

2020 年夏に我が国で開催される東京オリンピック・パラリンピックはスポーツ  

への関心を高める絶好の機会です。しかし、日本では、アスリートのみならず運動  

を楽しみたいと思っている場においても、それに関わる指導者や競技団体の役員な  

ど、スポーツに関わるあらゆる分野で女性は少数です。  

 スポーツに関わるあらゆる分野において女性が増えることにより、様々なスポー  

ツの場で、一般、学生、アマチュア、プロを問わず、男性も女性も誰もが、よりス  

ポーツに親しみ、チャレンジし、活躍することができるようになるためのキャッチ  

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/syakaidukuri.html
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フレーズを募集します。  

  このキャッチフレーズは、平成 30 年度「男女共同参画週間」のポスターをはじ  

め、様々な場面で広報・啓発活動に使用させていただきます。  

○募集テーマ：スポーツに関わるあらゆる分野での女性の参画を推進し、様々なス  

ポーツに男性も女性も親しみ、チャレンジし、活躍できるようにな  

るためのキャッチフレーズ  

○応募資格：どなたでも応募できます。  

なお、応募作品は未発表の自作のものに限ります。  

○応募期間： 2 月 28 日 (水 )まで  

○応募方法：キャッチフレーズ募集ページに記載の「応募フォーム」に、キャッチ  

フレーズ（ 1 通につき 1 作品）・住所・氏名・年齢・性別・電話番号等  

を記入の上、応募ください。  

○発表： 4 月中（予定）に入賞者に通知します。  

○表彰等：応募いただいた作品は、内閣府及び外部審査員により審査の上、最優秀  

賞及び優秀賞を決定します。  

  ＜外部審査員＞  勝間和代氏（経済評論家）、萩原なつ子氏（立教大学教授）、  

山本高史氏（関西大学教授）  

○その他：応募作品は返却いたしません。  

また、入賞作品の著作権は内閣府に帰属します。  

詳しくは⇒  http://www.gender.go.jp/public/week/week.html  

 

 

◇３  各種情報  

 

★サテライトセンター「 Joint Terrace ひめ ring」開設  

1 月 27 日、まつちかタウンに、えひめ結婚支援センターのサテライトセンター  

「Ｊｏｉｎｔ  Ｔｅｒｒａｃｅ  ひめｒｉｎｇ（ひめりん）」がオープンいたしま  

した。１対１のお見合い「愛結び」の登録や、お相手情報の閲覧（予約制）のほか  

にも、「異業種交流セミナー」や「ボランティアによる相談会」などを開催予定で  

す。  

 ○開設時間：平日（水曜日～金曜日）： 13 時 00 分～ 19 時 30 分  

土日祝日： 10 時 15 分～ 17 時 30 分  

○実施内容：「愛結び」登録・閲覧  

異業種交流セミナー（月 1 回程度）  

サークル活動やイベント紹介コーナー、各種相談  等  

 

★「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  Tel 0897-47-4853 

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

 

http://www.gender.go.jp/public/week/week.html
https://www.msc-ehime.jp/
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★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～」  

 ついに完結！最終話「ヒメの出発」公開！   

 

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

 

 

★中小企業の皆さま！人手不足対策のために女性活躍推進に取り組みませんか？   

～優秀な人材の確保や職場定着につなげましょう～     【厚生労働省】  

 

○中小企業のための女性活躍推進事業の内容  

【女性活躍推進アドバイザーによる電話・メール相談、企業個別支援】【無料】  

 女性活躍推進分野における企業支援の専門家である「女性活躍推進アドバイザ  

ー」が、お電話 1 本でご相談・ご質問にお答えします。御社の女性活躍の状況（採  

用・就業継続・管理職割合など）の把握や、課題分析、達成すべき目標の設定など  

について、訪問や電話・メールなどできめ細かくアドバイスします。  

 女性の活躍に向けた取組が進んでいない、取り組み方が分からない、「えるぼし」 

認定取得を考えているなどの中小企業の事業主、人事労務担当者の皆さま、ぜひご  

相談ください。  

 メール相談     https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=26 

 企業個別訪問支援  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=10&n=26 

 

 【お問合せ先】  一般財団法人女性労働協会（委託先）  

 女性活躍推進センター  東京事務局  

 電話  03(3456)4412（平日 9:00～ 17:30）  

 Email suishin@jaaww.or.jp 

 URL https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=12&n=26 

 

 

◇４  新居浜市イベント情報  

 

★  Hello New 図書館長の我楽多講座  

第 2 回『全米ヒットチャートの歴史（そのゼロ）』  

～「 1 位曲  全曲解説」スタートは 1955 年「ロック元年」～  

○日時： 3 月 11 日（日） 10:00～ 11:30 

○場所：図書館  多目的ホール  

○講師：横井邦明（新居浜市立図書館館長）  

○内容：アメリカン・ミュージックの歴史。  

1955 年は本当に「ロック元年」か？  

○対象：学生～大人まで  

○人数：２０名  

○費用：無料  

○申込：図書館窓口・電話受付可（ 0897-32-1911）  

興味のある方、親子、お友だち同士、是非お気軽にご参加ください  

 

新居浜市立図書館ホームページ⇒  http://lib.city.niihama.lg.jp/ 

http://www.pref.ehime.jp/h12100/manga/hime.html
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=26
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=10&n=26
mailto:suishin@jaaww.or.jp
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=12&n=26
http://lib.city.niihama.lg.jp/
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★あかがねミュージアム  『新居浜の美術  昨日・今日・明日 V』  

当館コレクションと市内所蔵作品から西澤富義・オリゾン洋画研究所を中心と  

した戦後の新居浜美術の動向について特集展示します。  

○開催日 2 月 10 日（土）～ 3 月 18 日（日）  

 ［休館日］月曜日（ただし 2/12(月・祝 )は開館し、翌 2/13(火 )休館  

また 2/26(月 )から 3/2(金 )まで施設メンテナンスのため休館します）  

○時間  9:30-17:00 

○料金  観覧無料  

○会場  新居浜市美術館  展示室 2（あかがねミュージアム 2 階）  

詳しくは⇒ http://ncma-niihama.info/exhibition/exhibition.html#v 

 

 

※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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