
 

 メディアにおける女性の人権の尊重 

 

  

た  

相 談 名 内  容 相談時間 相談 

１. 臨床心理士と話してみよう 
臨床心理士 

心の中のモヤモヤや様々な悩みなど 50分/人 面接 

２. 働く人のメンタルヘルス 
産業カウンセラー 

職場での人間関係や自分の見つめ直しなど 50分/人 面接 

３. 仕事に役立つ知識と資格 
  特定社会保険労務士・キャリアコンサルタント 

仕事に有利な資格の取り方・活かし方、またパワハラ・

セクハラや残業代などの労働条件についての疑問 
25分/人 

面接・ 

電話 

４. 調停ってなに？ 

調停委員 

調停制度と手続きの説明 

※直接紛争解決をはかるものではありません 
25分/人 

面接・ 

電話 

５. 夫や彼とのトラブル 
女性相談員 

夫（彼）との関係や暴力などの悩み 50分/人 
面接・ 

電話 

６．仕事と暮らしの整理術 
  マスターライフオーガナイザー 

整理整頓をすることで仕事も家事も効率ＵＰ！ 25分/人 
面接・ 

電話 

７. 税金なんでも      
税理士 

働くときの税金や相続税など 25分/人 
面接・ 

電話 

相 談 名 毎月 開催日      相 談 内 容 

法律相談 
（弁護士） 

  第 2・3火曜日 女性が出会う法律上の問題 

心の相談         
（生き方カウンセラー） 

   第 2水曜日 女性の心の不安や悩み 

家計相談 
（１級ファイナンシャル    

プランニング技能士 CFP®） 

   第 3木曜日 

 

生活設計、教育資金、老後の蓄えなどの悩み 

女性のための再就職相談      
（キャリアコンサルタント・  

産業カウンセラー） 
第 1 土・第 3 水曜日 再就職や転職に関する悩み 

健康相談               
（看護師・助産師） 

  第 2・4土曜日   育児の悩み、女性特有の体の変化など 

 

令和２年８月 第７号 

発行：岐阜市女性センター 〒500-8521 岐阜市橋本町 1-10-23 ハートフルスクエアーG (JR 岐阜駅東隣) 

                                                                        TEL（０５８）２６８－１０５２           

＊ひとりで悩まずご相談ください。＜秘密厳守です＞              

＜相談：すべて無料＞ 

「その情報はホント？」  確認するために身につけてほしいこと ！ 

 ① 情報源は何かを確認しましょう   ② 必ず複数の項目をチェックして、違う考え方を聞きましょう  

  ③ 自分の（スケール）尺度を作りましょう 

 

“男女共同参画社会基本法”（１９９９年施行）に基づく 「男女共同参画基本計画」では、「メディアに

おける女性の人権の尊重」が掲げられ、「メディア・リテラシーの向上」が盛り込まれています。 

メディアが伝える情報が、いつもありのままの現実を表わしているとは限りません。知らず知らずの

うちに様々な男女の固定的なイメージが刷り込まれてしまうことがあります。 

 男女の描写の偏りを点検し、その表現に対して改善を求める働きかけをしていきましょう！  

 ⇒  【公式】YouTubeチャンネルはじめました！ 

所長あいさつ 

   岐阜市女性センターは、ＪＲ岐阜駅に直結したハートフルスクエアーＧの２階にあり、交通の便が非常                       

 に良い施設となっており、男女共同参画を進めていくための拠点施設として、学習、情報、交流、相談 

 の持てる機能を発揮し、事業を推進しております。 

   コロナウイルスの影響を受け臨時休館となっていましたが、６月には当施設も感染防止策を実施しての再開となりました。  

   女性センターでは、休館中に講座等に代わる情報発信として、YouTubeやインスタグラムの発信をさせていただきました。    

 職員による編集等を行ったうえでの発信ですので、今後少しでも皆様に満足していただけるよう更に改善を図ってまいりた     

 いと考えております。 

   また、センター主催の講座やイベントは、ホームページや「広報ぎふ」、インスタグラムにご紹介しますので、是非ご覧くださ 

 いますようご案内申し上げます。                      

                                             ハートフルスクエアーＧ館長兼岐阜市女性センター所長  林 嘉彦 

 

 

メディアリテラシー（Media Literacy）をご存知ですか 

 女性の生き方・働き方大相談会   

日時：令和２年 11月１５日（日）10：00～15：00 ＜無料・予約優先＞ 

電話又は、岐阜市女性センターのホームページの「講座お申込み」からお申込みください。 

      ※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、託児の受付を休止します。 

 

トイレットペーパーが 

売り切れ（大騒ぎ） 

 検索  岐阜市女性センター 

岐阜市女性センター相談室  

★電話相談専用ダイヤル   ０１２０-７８６８７４
ナ ヤ ム ハ ナ シ

 
 誰にも言えずに悩んでいませんか？お気軽にお電話ください 

   月～土曜日 10～12時,13～16時（祝日・休館日除く） 

  女性のための夜間電話相談：第 1・3金曜日 17～20時 

相談無料 

マスクと違い、日本国内生産さ

れているので、大丈夫だった 

＜例えば…＞ 
事実は… 

  現代社会において、テレビ、ラジオ、インターネット、新聞など様々なメディアから発信された情報であふれています。 

  メディアリテラシーとは、メディアからの情報を主体的に読み解き、使いこなす能力のことをいいます。今回新型コロナ 

ウイルスに関する不正確な情報がネット・テレビを中心に広がり混乱が起こりました。情報をそのまま受容するのではなく、 

批判的視点をもって解釈し理解することが必要となります。 

  また、「フェイクニュース」 と呼ばれる信頼性の低いメディアや、お金儲けや政治的意図を背景に意図的にウソを流す  

メディアが増えていることが問題となっています。この具体的な対応策として考えられるのが、メディアリテラシーです。 

 

★専門相談予約ダイヤル  ０５８-２６８-１０５２ 

 各分野の専門家が親身になって適切な助言をします             ＜相談時間：13～15時＞ 

 

    

初回動画は「ジェンダーってなぁに？」です 
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1 回でも 

参加できます 

           岐阜市女性センターこれからの催し  

                      

岐阜市女性センターこれからの催し 
 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

「ハートフルネットぎふ」に参加している団体を紹介します 
 すべて無料 

 あなたも参加してみませんか 

男女共同参画、人権、福祉などの活動をする市民団体と交流する場として、毎月開催しています。 

現在 25団体が登録し団体の活動紹介、女性センター事業などについての提案や意見交換、男女 

共同参画に関する学習や情報提供などをしています。 （原則 毎月第２木曜日 時間 13：30～） 

 「ハートフルネットぎふ」への問合せ先：岐阜市女性センター ＴＥＬ ０５８-２６８－１０５２ 

女性の活躍スキル UP アカデミー(起業・創業編)                      

「差がつく！起業・副業～私ブランドをみつけよう～」 

 

～ 

 

ライフスタイルを大切にしながら、これまでの経験や知識、資格を活かして起業・副業を目指してみませんか。 

日時：①１０月 14 日（水）起業・副業って何だろう？（初級編） 

 ②１０月２８日（水）私ブランドを見つけるためのヒント（中級編） 

   ③１１月１１日（水）私ブランドの体験ワーク（実践編） 

   すべて１０：００～１１：３０ 

講師：①②③ 栗田 恵世 ㈱Allied 代表取締役 

   ②   平野 朋子 ブランド・コミュニケーション・デザイン 代表 

場所：ハートフルスクエアーＧ２階 研修室５０ 

定員：２０名                                  栗田恵世       平野朋子 

（プチ起業を考えている、起業して 1・2 年または興味がある女性、応募者多数の場合は抽選） 

締切：１０月 ３日（土）必着   

 

 

女性の活躍応援セミナー＜全 5 回＞                       

  ワークアゲイン！～自分らしい働き方 再就職 起業 副業～

～～ 

 

～ 

 

働きたいという気持ちのある女性向けに、自分の強みを知り、色々な働き方に必要な知識を習得してみませんか。 

日時：① ９月 １０日（木）わたしはどのタイプ？～自分らしい働き方～ 

 ② ９月 １７日（木）意外と知らない！働くための法律と税金のアレコレ    

   ③ 9月 ２４日（木）「有利な資格」と起業・副業のポイント 

 ④１０月 ８日（木）働く女性のための時間整理術    

      ⑤１０月１５日（木）わたしプロジェクト始動！         

   すべて１０：００～１１：３０             

講師：①⑤ 中川 久枝 ㈱BLS 代表取締役          

   ②③ 菅田 芳恵 グッドライフ設計塾 代表 

④   竹内 靖子 マスターライフオーガナイザー                   中川久枝 

場所： ハートフルスクエアーＧ２階 大研修室             竹内靖子                菅田芳恵 

定員：２０名（おおむね 50 歳代までの女性、原則 5 回出席できる方、応募者多数の場合は抽選）  

締切：９月 １日（火）必着 

 

 

 

男女共同参画週間事業 

「ＡＩ時代をどう生きる？ ～ＡI（愛）ある暮らしと働き方～」 

 

 

 

 

 

AI 技術の普及が男女共同参画社会の実現にどのような影響を与え、これから 

どう生き抜くかを学びましょう。 
  

日時：１１月２９日（日）１３：３０～１５：００ 

講師：佐野 敦子  独立行政法人国立女性教育会館  

情報課専門職員（併）研究国際室専門職員 

場所： ハートフルスクエアーＧ２階 大研修室 

定員：４０名（応募者多数の多数の場合は抽選） 

締切：１１月１８日（水）必着 

 
≪申し込み方法≫岐阜市女性センターのホームページ「講座お申込み」から応募または往復はがきに  

①講座名②氏名（ふりがな）③年齢 ④性別 ⑤〒・住所 ⑥電話番号を明記の上、岐阜市女性センター 

までお申込みください。直接申込みの場合は、返信はがきを持参ください。  

※受講の際は、マスクの着用と検温をお願いします。感染防止対策をとっての開催となります。ご理解の

上、お申込み下さい。 

※感染防止の観点から当面の間、託児の受付を休止いたします 
 

    

 

Coco Natural 

ココナチュラルでは、『今ここ』を大切にして、大人も子どもも自分らしい人生を送れるように、 

安心して豊かな暮らしができるように、それぞれの価値観を大切にし、思考の整理、時間の使い方、 

空間の整理や思考・言語・行動習慣の見直しをして望む未来を叶えるためのサポートをしておりま

す。自分らしくイキイキと笑顔の大人が増え、それを見て、子どもたちも未来に希望を持ち、夢を

叶えるために、自分で考え行動していくことで、生きる力に繋がっていくように、講演講座やお話

会、個別相談などの活動をしています。 

 

 

 

 

 

 

心地いい暮らしのエッセンスCoco Natural 
代表 竹内 靖子 

E-mail : kurashi.style@gmail.coｍ 

Ｂ Ｌ Ｓ （Brilliant Life Support） 

ビジネスの社会や地域社会で、そこにかかわる人々が自分らしく輝いていられる 

ことを願って活動しています。 

ＢＬＳのメンバーはキャリアコンサルタント、産業カウンセラー、社会保険労務士、 

中小企業診断士など有資格者の集団です。自分の能力を生かし社会貢献できること  

を目標としています。                            読み取り QR コード 

ＢＬＳでお役に立てること  

★人材育成・教育研修（コミュニケーション、ビジネスマナーなど各種研修） 

★就職支援（キャリアプラン、書類準備、面接指導など） 

★女性活躍支援（女性の再就職、職業興味、起業支援など）      

★カウンセリング（メンタルカウンセリング、キャリアカウンセリングなど 

ＢＬＳ 代表 中川 久枝      E-mail：hisae@bls-net.jp    TEL ： ０９０－４０８０－４４４５ 

 

 

 

 

 

 

 

講師による 

個別相談あります 

講師による 

個別相談あります 

mailto:hisae@bls-net.jp

