
 

 
 

  

 
 
 
 
 
  

相 談 名 内 容 定 員 

１ 人生 100 年時代のマネープラン
（ （１級ファイナンシャル・プランニング技能士）

今から考える人生設計と必要なお金の準備について 分 人

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 分 人

３ 精神科医に聞いてみよう 
精神科医師 

心・精神の悩み、家族の認知症など 
※処方箋はお出しできません

分 人

４ 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など 
分 人

５．ぷち起業・創業 
（株）日本政策金融公庫職員

自分の特技や経験を活かす事業計画の立て方や 

初歩的なノウハウなど
分 人

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！ 分 人

７  体質タイプで見直す食生活
管理栄養士

心身の健康は食事から！自分にあった食生活を考える 
※体質別おすすめレシピのお土産あります

分 人

８ 税金なんでも 
税理士

働く時の税金や相続税など 分 人

９ 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 
※電話相談もできますが予約が必要です 

分 人

弁護士に相談してみよう 
弁護士

離婚、相続または成年後見制度など法律に関する事 分 人

 

☆前回の「女性の生き方・働き方大相談会」のアンケートより 

・不安だった事、知らなかった事が聞けて良かった。・知らない事が多いので教えて頂けて良かった。 

・自分らしく生きるため何をやるべきか具体的に教えてもらい見通しがもてました。 

・専門家のご意見を伺うことができ大変参考になりました。 

 
日時 11 月１０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。 
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時間はすべて

時～ 時

岐阜市女性センター相談室  

法律相談
第２･３火曜日

（弁護士）

女性のための再職相談
第１土･第３水曜日

（キャリアコンサルタント・産業カウンセラー）

心の相談
第２水曜日

（カウンセラー）

家計相談
第３木曜日

（１級ファイナンシャル・プランニング技能士）

健康相談
第２・４土曜日

（看護師・助産師）

相談無料 秘密厳守 

所長あいさつ
年号が「平成」から「令和」に変った今年度、岐阜市女性センターは来春 月に開館１８周年を迎えます。この間、

男女共同参画社会を推進するために活動してきました。施設名称が女性センターなので、何か女性のための施設
に見えますが、性による差別のない社会の実現が女性センターの活動目的です。
私が子どもの頃は、女性のタクシードライバーやトラックドライバーは見たことがありませんが、今ではごく普通の

光景となっています。私が就職した頃は、女性は結婚すれば退職するのが普通であり、もっと厳しく退職を強要す
る企業もありました。けれど今ではそんな企業はありません。本人の意思のままにずっと働き続けられます。このよ
うに着実に社会が多様化してきました。
今後益々男女共同参画が進むよう女性センターの機能を活かしていきたいと存じます。

岐阜市女性センター所長 小川 洋史

 

この法律は、男女の候補者の数をできるだけ等しくすることを政党に求めた法律です。７月には参議院議員選
挙が行われ、全候補者に占める女性候補者の割合が過去最高の ％（ 人）となりました。 しかし、当選者
全体に占める女性の割合は 年度より ポイント低い ％にとどまりました。 これは国が目標としている
「指導的地位に占める女性の割合」を 年までに３０％程度にする目標にも達しない結果となりました。
話し合いの場に女性が増えれば、女性ならではの視点も反映され予算化もされます。もちろん国の政策にお

いても、女性のみならずいろんな人の声を取り入れることでみんなが生きやすい社会となります。 

子育て対策

災害現場での
女性や子ども、高齢
者たちへの対応

 女性の生き方・働き方大相談会   

男女共同参画社会の実現に向けて、女性の意見も男性の意見も尊重される社会を

みんなで作り上げるために、意思決定の場が男女５０：５０を目指しましょう！

会社の企画会議

の運営

選択的夫婦別姓

自治会の運営

★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 

★面接相談予約ダイヤル 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 

セクハラ・性暴力対策

「政治分野における男女共同参画推進法」（候補者男女均等法）が成立して１年！

よりよい社会を目指して・・・ 仕事や地域など身近な所でどんな話し合いの場があるか
考えてみましょう。

 
例 えば…

貧困家庭対策



女性の活躍スキルＵＰアカデミー・リーダー編（講座）      

 今、求められる新しいリーダーになるために  

          時間：１３：３０～１５：３０ 

         講師：アット・ワンス株式会社  代表取締役 杉本 美晴 

           ① アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）とは 

                            ② 論理的な話し方のコツ 

          リーダーシップを求められている（興味のある）女性が対象です。 

   

 

」」 

 「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 

「子どもの人権ネットワーク・岐阜」という団体です。 

  結構長く活動しています。ご存知ですか？お見知りおきくださいね！ 

私たちは「子どもの権利条約」「岐阜市子どもの権利条例」等の精神が、具体に地域に生きている･･･   

そんな生きやすい地域の創生を目指して活動を続けています。 

設立は 1990 年ですから、かなり以前から活動をしていることが 

わかっていただけると思います。 

 時々折々の「子どもの人権」にかかわるテーマを設定し、研修や 

調査、関係機関への要望や提言等を経て、毎年行われるハートフル 

フェスタで「講演会」を開催しています。 

 この数年は「高校入試方法の変更」「高等学校入学者選抜における 

『発達障がい』等の児童の『合理的配慮』に関して」「公立高等学校 

等の校則・学則・生徒心得等に関して」のテーマで活動してきました。 

今後も岐阜の子どもたちの人権が守られ、将来「主体的な市民」と 

なり、共に地域づくりができることを楽しみに活動を続けていきます。 

岐阜市美江寺町 1-22 奥村ビル２F 河合法律事務所内 

          子どもの人権ネットワーク・岐阜 

          代表 河合良房 (弁護士） 連絡先 090-3567-6564（原携帯）  

 

     
                   

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 26 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 

 NPO 法人 仕事工房ポポロ「シングルペアレントの会」 

                社会的に孤立しがちなシングルマザー及びファーザーが安心して 

              話せる場所として毎月第 1 日曜に「シングルマザーのホッとサロン」 

              と題したシングルペアレント同士の交流会を開催しています。 

               初めて参加する方の多くが「今まで誰にも話せなかった思いを初  

              めて話せた…」と涙されます。またひとり親家庭同士で交流できる 

              場として、バーベキュー等の食事会も実施してきました。互いの子 

              どもの顔と名前を知る中で、緩やかなつながりが生まれています。 

               一方、社会に向けての活動として、講演会の開催や、市役所へ当 

              事者の生の声を踏まえた政策提言を行っています。                        

               NPO 法人仕事工房ポポロ「シングルペアレントの会」 

                電話番号：058-337-0701  担当：いわたゆか 
                メールアドレス：info-popolo@qc.commufa.jp 

                HP：https://popolo.qloba.com/  

                FB：https://www.facebook.com/shigotopopolo/  

 

  

岐阜市女性センターのこれからの講座 

ワーク・ライフ・バランス事業（講座）            

 みんな違うね！家庭と仕事の価値観 

        ～わが家流の家事シェア～ 

時間：１３：３０～１５：００ 

講師：自治体職員・一級建築士 平塚 啓  

価値観カードを使って自分自身の価値観を知り、上手な家事分担の方法を考えてみましょう。 

すべて無料 

９／２１
（土） 

 

そのとき！！に備えて（講座）                               

 みんなで改善！自宅で３日間乗りきる地震対策 
               ～食・トイレ・心得～ 

時間：１３：３０～１５：３０ 

講師： 清流の国ぎふ 防災・減災センター 村岡 治道 

小学生以上の方対象。避難所に行かずに、なんとか自宅で生活したい。 

そのためにも知っておきたい最新の情報を学んで備えましょう。 

ワーク・ライフ・バランス事業（講演会）         

 「働き方改革」は良い睡眠から 

   時間：１３：３０～１５：３０ 

講師：精神科医・日本睡眠学会専門医                          

   早稲田大学 スポーツ科学学術院 准教授  西多 昌規 

睡眠は健康にかかせません。できるだけよい状態で効率のよい仕事を 

するために質のよい休息の取り方、前向きに生活するためのヒントを学びましょう。 

全２回講座 

① ／１９（土）

➁ ／ ６（土）

＊申込み：岐阜市女性センターHP「講座おお申込み」から、または往復はがきにて。詳しくはチラシ、HP をご覧ください。 

１２／７
（土） 

 

１１／３０
（土） 

 

託児付 

2018.3.4 岐阜新聞掲載記事 

＊申込み：岐阜市女性センターHP「講座お申込み」から応募、又は往復はがきにてお申込みください。     

 詳しくはチラシ、女性センターの HP をご覧ください。 


