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

                      

★にいはまリーダーズスクール vol.8 

「磨く・活かすー自分力―」参加者募集中！  

【新居浜市男女共同参画課】  

 職場、地域、学校、サークル、ＰＴＡなど様々な場でリーダー的な立場になる  

ことがあります。現在リーダーの方はもちろん、これからリーダーになる方、リー  

ダーをサポートする方も今よりもう少し生き生きと働き、学び、遊び、育み、自分  

らしく楽しく暮らしていくためにはどうしたらよいか考えてみませんか。  

○開催日  

 第 1 回  平成 31 年 1 月 26 日（土） 13:00～ 16:00 

    『ライフシフト～考えよう自分～』  

    講師：近藤智佳   

（株）タイワ  ワーク・ライフ・バランス推進室室長  

第 2 回  2 月 17 日（日）  13:00～ 16:00 

 『マネジメント～発揮しよう自分～』  

講師：秦  敬治  

岡山理科大学副学長・教育推進機構長  

第 3 回  2 月 23 日（土）  13:00～ 16:00 

  『アサーティブコミュニケーション～伝えよう自分～』  

講師：恒岡  里美  

（公財）えひめ女性財団事業課長  

 ○会場   新居浜ウイメンズプラザ  ２階  視聴覚室  

新居浜市庄内町 4 丁目 4 番 19 号  

 〇応募資格  新居浜市に在住・通勤・通学している人（高校生からＯＫ）  

○定員   30 人程度（応募多数の場合は抽選）  

○託児有  6 か月～就学前まで   ※要予約  

○申込方法  はがき・電話・ FAX・メールで。  

     氏名・住所・電話番号・メールアドレス・勤務先・応募動機を  

お知らせください。  

【問合せ先】新居浜市役所男女共同参画課  

      〒 792-8585 一宮町一丁目５番１号  
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 ℡： 0897-65-1233 Fax： 0897-65-1561 

e-mail： danjo@city.niihama.lg.jp 

 

詳細  ⇒ http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ri -da-zu8.html 

 

 

★  はま恋 de 愛イベントＶ ol.6（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！友達からはじめるアフタヌーンティーパーティ～  

 

○日時： 2 月 10 日（日）  13:30～ 17:00（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： 1 月 27 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=2372 

 

 

★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】  

 

 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： 3 月 16 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：落語家  露の団姫（つゆの  まるこ）さん  

 ○テーマ：「女らしくなく  男らしくなく  自分らしく」  

 ○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‐ 1561 

e-mail： danjo@city.niihama.lg.jp 

  

 

◇２  制度施策紹介  

 

★えひめ性暴力被害者支援センターが平成 30 年 9 月 1 日に開設しました。  

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ri-da-zu8.html
https://www.msc-ehime.jp/event/event_preview.php?id=2372
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 性暴力の被害にあった人を対象に心と体を守るためにどうしたらよいかを一緒  

に考えます。相談は 24 時間 365 日受け付けています。  

秘密は守ります。一人で悩まずお電話ください。  

電話番号 089-909-8851 

詳しくは⇒ http://www.ehime-joseizaidan.com/site/seibouryoku/ 

 

 

◇３  各種情報  

 

★ひめボスセミナー＆企業交流会開催        【愛媛県】  

○日時  2 月 14 日（木）   14:00～ 16:30  

○会場  国際ホテル松山  3 階  常盤  

(松山市一番町 1－ 13) 

 ○主催  愛媛県  

○後援  女性活躍推進協議会・一般社団法人  愛媛県法人会連合会  

《内容》 1 必聴！地元企業の働き方改革の取組み成果と発表  

     ・ひめボスブラッシュアップ事業  

     ・ひめボスメンター制度推進モデル事業  

2 基調講演  「女性活躍と働き方改革で男女が、地域が、日本が変わる！」 

      講師   マーケティングライター  世代・トレンド評論家  

          牛窪  恵  氏  

○参加費  無料  

○参加申込み先  

（一社）愛媛県法人会連合会   

〒 790-0067 愛媛県松山市大手町 2 丁目 5-7 愛媛中小企業指導センター内  

Tel 089-933-5596     Fax 089-947-4251 

代表者氏名、参加人数、連絡先をご連絡ください。  

※先着順  200 名に達し次第締め切りとなります。  

詳しくは⇒

https://www.pref.ehime.jp/h15200/jyoseikatsuyaku/30himeboss -kouryukai.htm
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★「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/ 

 

 

◇４  新居浜市イベント情報  

 

★１月 12 日 (土 )、 13 日 (日 )広瀬歴史記念館・旧広瀬邸を無料公開します。  

http://www.ehime-joseizaidan.com/site/seibouryoku/
https://www.pref.ehime.jp/h15200/jyoseikatsuyaku/30himeboss-kouryukai.html
https://www.pref.ehime.jp/h15200/jyoseikatsuyaku/30himeboss-kouryukai.html
https://www.msc-ehime.jp/
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平成 31 年成人式を迎えられる皆様に、広瀬歴史記念館からお祝いの気持ちを  

こめて、 1 月 12 日 (土 )、 13 日 (日 )の 2 日間、広瀬歴史記念館 (展示館・旧広瀬邸 ) 

を無料公開します。  

旧広瀬邸で記念撮影などいかがでしょうか。どうぞこの機会に、２０歳の記念の  

一枚をご撮影ください。一般の方の観覧も無料です。ご家族、ご友人皆様ご一緒に  

お越しください。  

旧広瀬邸の建物は、平成１５年に国の重要文化財「旧広瀬家住宅」に、庭園は、 

平成３０年２月に国の名勝「旧広瀬氏庭園」に指定されました。  

〇無料公開日  1 月 12 日 (土 )、 13 日 (日 ) 

〇開館時間   9 時 30 分～ 17 時 30 分（入館受付は 17 時 00 分まで）  

ご来館の方は、展示館または旧広瀬邸の窓口で無料チケットを受け取り、ご入館  

ください。  

文化財保護のため、喫煙・飲食はご遠慮ください。他の来館者の迷惑になるよう  

な行為はしないでください。なお、着付けのお部屋などのご用意はありませんので  

ご了承ください。  

※１月１４日（月曜日・祝日）、１５日（火曜日）は、休館日です。  

詳しくは⇒  

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hirose/seijinmuryou31.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  0897-65-1561 

     e-mail  danjo@city.niihama.lg.jp 
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