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                                                 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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◇１  募集＆事業のご案内  

 

★にいはま女性フォーラム‘ 17（新居浜市男女共同参画推進週間事業）  

【新居浜市男女共同参画課】  

 新居浜市では、8 月 1 日から 8 月 7 日までを男女共同参画推進週間とし、男女共  

同参画社会の実現に向けて、市民の皆さんに広く男女共同参画の趣旨を周知し、関  

心と理解を深め、女性の地位向上と社会参画を促進する目的で開催します。  

  日時： 8 月 5 日（土） 9:30～ 15:00 

  会場：新居浜ウイメンズプラザ  

  主催：新居浜市女性連合協議会（共催：新居浜市）  

  内容：①団体活動紹介、展示  ②ふれあいバザー  

③わくわく親子クッキング教室  ④健康コーナー  

 ⑤講演会（ 13:30～ 15:00）  

演題「今求められる地域づくり・人づくり  

～性別役割分担意識がもたらす災害の困難から～」  

      講師  （公財）えひめ女性財団  常務理事  越智  やよい  さん  

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

    

★ＤＶ防止啓発講演会の開催            【新居浜市男女共同参画課】 

 ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）は、配偶者やパートナーからの暴力のこ  

とです。ＤＶにはさまざまな形があります。ＤＶについて学び、考え、理解するこ  

とから、自分を守り、自分の人生をとりもどしませんか  

日時： 7 月 30 日（日） 10:00～ 11:30 

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 

   詳しくは新居浜市ホームページ   
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★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 7 月 18 日現在、新居浜市女性活躍等推進事業所は 11 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。  

当課では、平成 27 年 7 月から取り組んでいます。各事業所・団体等におかれま  

しては、この事業の趣旨をご理解いただき、女性の活躍推進宣言を積極的にしてい  

ただき、この制度をご活用されますようお願いいたします。  

【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  

 

★「ひめリットネット」（ホームページ）のご案内    

 【愛媛県男女共同参画・県民協働課】  

 

 女性活躍を推進するため、分野横断的な相談窓口や県の取組みを総合的に発信す  

るポータルサイト「ひめリットネット」を県のホームページに開設しました。  

 個人向けには分野横断的に女性のチャレンジを応援するサイトや各種相談窓口  

を紹介しているほか、職場や地域等において活躍する女性や育児経験のある男性の  

インタビューを掲載しています。  

 また、企業向けには女性活躍推進法や県の女性活躍に向けた自主目標設定の取組  

をご案内し、企業等のインタビューにより取組事例をご紹介しています。ぜひご覧  

ください。  

県ホームページ  

 http://www.pref.ehime.jp/h15200/himeritnet/index.html  

 

★えひめ女性のチャレンジ支援サイト（ホームページ）のご案内  

【愛媛県男女共同参画・県民協働課】 

 

「働く」「キャリアアップ」「起業」「ボランティア」など、様々な分野にチャレ  

ンジしたいと考えている女性が、各種支援機関の情報や講座・イベントなどについ  

て、効率的に入手できるようにしたものです。  

なお、女性を対象にした事業だけではなく、性別を問わず実施している事業につ  

いても、積極的に活用できるよう幅広く掲載していますので、ぜひご利用ください。 

特徴  

 「チャレンジテーマ」  

 「相談窓口」  

 「講座・イベントカレンダー」  

 県ホームページ  

  トップページ  > くらし・防災・環境  > 男女共同参画  > 男女共同参画  > 

  えひめ女性のチャレンジ支援サイト  

   http://www.pref.ehime.jp/h15200/challengesite/toppage.html 

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/danjo/ninnsyou.html
http://www.pref.ehime.jp/h15200/himeritnet/index.html
http://www.pref.ehime.jp/h15200/challengesite/toppage.html
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★  アドバンスセミナー  受講生募集中     【愛媛県男女共同参画センター】 

 日時： 8 月 5 日（土）  10:00～ 15:00 

 テーマ  ・開講式・オリエンテーション  

      ・ＤＶ被害者支援のためのマインドフルネス  

～被支援者とともに歩むために～  

  講師：ヒューマンウエルネスインスティテュート  

CEO 心理学博士  石井  朝子  さん  

場所：愛媛県男女共同参画センター（松山市山越町 450 番地）  

 

【申込み・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） 

 

◇２  制度施策紹介  

 

★「 "おとう飯 "始めよう」キャンペーンページを開始しました！   

 【内閣府  男女共同参画局】  

 

 子育て世代の男性の料理への参画促進を目的とした「 "おとう飯 (はん )"始めよ  

う」キャンペーン、 6 月 12 日には、株式会社よしもとクリエイティブ・エージェ  

ンシー所属のお笑いコンビ・イシバシハザマの石橋尊久さんが、加藤勝信女性活躍  

担当大臣から「 "おとう飯 "大使」に任命されました。石橋さんには「 #おとう飯」  

を使った SNS での情報発信やイベント出演にご協力いただいています。  

 そして、大森雅夫・岡山市長には「 "おとう飯 "サポーター」第 1 号の名乗りを上  

げていただきました。今後、サポーターの拡大をはじめ、展開施策を検討中です。 

※詳しくは、キャンペーンページ、または男女共同参画局 Facebook をご覧くださ  

い。  http://www.gender.go.jp/public/otouhan/index.html  

 https://www.facebook.com/danjokyodosankaku  

 

◇３  各種情報  

 

★新居浜ウイメンズプラザをご存知ですか。    【新居浜市男女共同参画課】  

 女性総合センター（ウイメンズプラザ）は「健康・交流・学習」をテーマに多く  

の女性が集い、共に学び就業生活や家庭生活に必要な情報収集、提供をはじめ健康  

づくり、知識技能の習得や相談業務などを実施しています。  

 女性の活動と心のふれあい、交流の拠点施設として親しみをもって活用できる施  

設です。お気軽にご利用ください。  

※詳細は女性総合センターのホームページ  

http://www.niihama.or.jp/03/event/h29.html をご覧ください。  

 

★「 Hello! NEW 新居浜」  

みんなが主役。みんなが誇れる。そして、みんなに愛される。  

そんな新居浜をつくるため。「 Hello! NEW 新居浜」のスローガンのもと、  

人、モノ、コト、いろんなワクワクがあふれるまちに変えていく。  

http://www.ehime-joseizaidan.com/
http://www.gender.go.jp/public/otouhan/index.html
https://www.facebook.com/danjokyodosankaku
http://www.niihama.or.jp/03/event/h29.html
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 市民と市が一緒になって、あたらしい新居浜をはじめます。  

 

詳しくは新居浜市ホームページで  https://www.hellonew-niihama.jp/ 

 

 

◇４  新居浜市イベント情報  

 

★  平成２９年は、市制施行８０周年の節目の年です。  

今日まで本市発展の礎を築いて来られた先人の偉業や、脈々と受け継がれてきた伝  

統や文化を再認識するとともに、将来の新居浜市への夢や希望を思い描く契機とし、 

その将来像につなぐことのできるよう、各種記念事業を実施しています。  

 

詳しくは新居浜市ホームページ⇒

http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/seisaku/80thanniv.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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