
 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エソールは 学ぶ 集う 楽しむ あなたの思いを応援します 

平成 24年 7月 12日発行 

Vol.78 夏号 

～エソールはフランス語で「飛躍・発展」を意味しています～ 
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contents 

 「プロに学ぶ男の介護 認知症ケアのひと工夫！ここがポイント＆ 

ココロが元気になるアロマタッチケア体験」 事業報告           

情報センターだより＆働く女性の就業継続応援事業いよいよ開講  

エソール講座＆公開講演会・対談会のお知らせ 

エソール広島相談事業のご案内 

ひろしまけん通信 

information 

 

 

情報紙エソール VOL.78 財団法人広島県女性会議 TEL：082-242-5262 FAX： 082-240-5441 

URL ：http://www.essor.or.jp E-mail： essor@essor.or.jp 休業日：水曜日・祝日・第 3日曜日 

佐藤靖裕さん作：マイ昼弁当 

◆◇◆ 「おっ！やるね」と評判 オトコの「弁当」◆◇◆ 

5 月初旬から募集した男性が作った「自慢の弁当」写真は愛情のこもった力作ぞろい。6 月 23 日に開催し

た“エソールひろしま映画祭”で初披露しました。応募作品中 2 点のお弁当をこの度紙面でご紹介いたしま

す。応募写真は引き続き 7 月末までエソール広島１F プロムナードにて展示しています。ぜひご覧ください。 

（一部レシピもご紹介しています） 

品川正則さん作：アンパンマン弁当 

広島県の地元企業 

「福留ハム株式会社」様に 

パネル展示をいただいております！ 
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  「認知症ケアのひと工夫！ここがポイント 

    ＆ココロが元気になるアロマタッチケア体験」事業報告  

 

   
 

 

 

 

  

2012年 3月 17日（土），当センターにおいて，「プロに学ぶ男の介護講座」を実施しました。 

今や介護者の３人に１人は男性で，性別に関わりなく介護に向き合わなければいけない時代ですが，男性

介護者は介護のスキルを獲得する機会が少なく孤立しがちであると言われています。そこで，今すぐ取り入

れることができるスキルの実践や介護のポイントを学びました。 

また，介護現場で注目されているタッチケアも体験しました。特に認知症の方に対する“ふれあい”はと

ても効果があるとのことから，アロマによるハンドマッサージにチャレンジしました。 

第１部「認知症ケアのひと工夫！ここがポイント」 

ポイント１．認知症の症状について正しく理解することが大切 

認知症とは，状況を正しく「認知」できずにその状況に適応した「行動」が取れない状態になってい

ることです。認知症の方の症状が 

１．いつ  

２．どこで  

３．どのような状況で生じているか。あるいは， 

４．症状があらわれないのはどんな状況か 

などをよく観察してください。 

それぞれの方に応じた認知症の「ケアする上での４原則」があります。 

第１の原則：「共にある」・・・・本人に寄り添い理解すること 

第２の原則：「安定した関係」・・本人を中心に安心して安らげる生活を送る基盤をつくること 

第３の原則：「行動の了解」・・・生活史や生活歴による行動を了解すること 

第４の原則：「タイプ別ケア」・・環境不適応・身体不調・知的衰退・周辺症状（葛藤型，回帰型，遊

離型）などのタイプによるケアをすること 

この 4つの原則を踏まえたうえでタイプ別のケアを実践してみてください。 

ポイント２．ここからはじめてみよう！ケアに関する実践技術 

第１段階 認知力を底上げしていくケアをおこなう 

①水分をとる（１日 1500cc）   但し，飲んだり食べたりするためには，のどが渇く， 

②食事をとる（１日 1500kcal）  お腹が空くという条件が必要です。 

③便秘を解消する（便通は少なくとも 3日に 1回） 

④運動をする（毎日散歩やみんなの体操などの有酸素運動） 

まずはこの４つを心がけてみてください。 

プロに学ぶ男の介護 

講師： 田中功一さん（医療法人好縁会介護事業部長 

             広島県認知症介護指導者・広島県認知症介護アドバイザー） 

     舩津一美さん（アロマケアルームクラリス主宰 

            HPS 認定プロフェッショナルアロマセラピスト 

            特定非営利活動法人アロマ・ケア・アソシエイツ会員） 

 
講師：田中功一さん 
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第２段階 認知症にもいろいろなタイプがあります。まずしっかり観察を行い，そのうえで 

それぞれの症状に対応したタイプ別のケアをおこなうことが必要です。 

ポイント１で述べたことを踏まえながら症状を観察したうえで，どのようなタイプにあてはまるのか

を考えてみてください。それに対応したケアをおこなってください。 

タイプには次のような種類がありますが，１人の方に複数のタイプが混在している場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３段階 ケアの効果を高め，持続させていくには，いろいろな人とのふれあいが大切です。 

集りや活動に参加して仲間をつくり，役割をもちましょう。 

 

 

 

   

これまでポイントを紹介してきましたが，認知症の介護には「すること，会う人，行くところがある生活」

というのが一番です。人は人（仲間）と交流することによって，本来の自分を取り戻すことができます。 

 ・「することがある」・「会う人がいる」・「行くところがある」 

  これらは認知症に限らず大切なことで，これ以上のリハビリはないのではと思います。 

  介護するほうも   

・気軽に相談できる人をつくる 

・完璧にやろうと思わず，ほどよいいい加減さをもつ 

  など，１人で頑張るのではなく，地域の人や公的機関に話をしてみましょう。最近では男性介護者のつ

どいも増えてきているので，お近くの役所や地域包括支援センターに問い合わせてみてください。 

大変なのは自分だけじゃないんだと思えることはとても大切です。 
 

第２部      「ココロが元気になるアロマタッチケア体験」 

第２の脳と言われている皮膚や嗅覚を刺激することによる 

リラックス効果についてや，アロマオイルの基礎的な使い方 

をお話いただきました。これは介護する側される側の両者に 

とって効果的です。 

 その後，２人１組になってハンドマッサージを体験しました。 

初めての体験だった方も多く，最初は恥ずかしそうでしたが， 

マッサージでリラックスできたのでしょう，どんどん会話も 

はずんでいました。アロマの匂いにつつまれてとてもなごや 

かな会の終了となりました。 

当財団では今後もこのような介護に関する講座をおこなっていきます。 

タイプ 対応したケア 

身体不調型 水分・食事・排便・運動に気をつける 

環境不適応型 なじみの関係をつくる 

知的衰退型 「混乱」を避ける工夫をする 

葛藤型 症状が現れる「きっかけ」を除去する 

回帰型 その人の世界に付き合う 

遊離型 現実に戻るきっかけを見つける 

ま と め 
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仕事だけでも精

一杯なのに…家事

や育児との両立っ

て大変そう？ 

私は何を 

一番大切に 

したいんだ

ろう？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 程 講    義 内     容 

１日目 ●女性が働き続けることのメリット 
●ライフプランニング 

・就業継続への動機付け 
・意識の醸成を図る 

２日目 ●仕事と子育ての両立のための 
能力開発・時間管理 ・両立とキャリア形成の実現について習得 

３日目 ●職場でのコミュニケーション力 
（ロジカルシンキング） 

・仕事と子育ての両立のために必要な職場におけ 
るコミュニュケーション能力の向上を図る 

４日目 ●働きながらの実践的子育て 
●受講生のネットワークづくり 

・仕事と子育ての両立に向けた子育てのノウハウ 
を学ぶとともに，受講生のネットワークづくりを図る 

「働く女性の就業継続応援事業」が 
いよいよスタートしました！ 

 

 

 

 

エソール広島２F には，どなたでも無料で利用できる情報 

センターがあります。生き方のヒントになる本や子ども向 

けの絵本，コミック，雑誌，新聞があります。ゆっくり過 

ごせるスペースもあり，無料で本の貸出しを行っています。 

ぜひご利用ください。 
 

  ～  新着図書より PICK UP  ～ 

『ルポ 職場流産』  著 小林美希（岩波書店） 

あなたは「職場流産」という言葉をご存じですか？少子化等による社会全体の活力低下が懸念される中，働く

女性が新しい命を宿して守っていくことがいかに難しいかという現実を克明に描き表したルポルタージュで

す。 

『もっとオンナの病気をお話ししましょ』 著 井上きみどり（集英社） 

卵巣がん，不育症，子宮内膜症，性感染症，月経前症候群，パニック障害，子宮体がんなど，実際に女性の病

気をリポート。マンガでわかりやすく解説されています。 

 

新着図書が入りました！ 

 

〇巡回相談の実施・・・各企業へ巡回して相談を受けます。 

〇相談窓口の設置・・・研修会参加者へのﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟのための相談窓口を設置します。 

 

仕事と家庭の両立

に関する相談窓口 

定員 各回 

５０名 

 託児・受講料 

無料 

 

●第３回➔【広島会場】10 月～12 月 第５回➔【広島会場】１月～３月 

第４回➔【福山会場】10 月～12 月 

●研修回数：1 回の講座は４日間で月１～2 回実施。  

●研修時間：13：00～16：15 ●個別相談：16：30～18：30（要予約） 

●場  所：【広島会場】 エソール広島２階(広島市中区富士見町１１－６) 

      【福山会場】 福山ロッツ地下２階(予定) 

●対 象：仕事と家庭の両立を考えている働く女性従業員の方 

※現在育休・産休中の方も可。 

      

1 回目 2 回目は実施中 

です。３回目以降の研 

修会の日程や講師は， 

近日中にﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・ﾁﾗｼ 

にてご案内します！ 

【研修プログラム】 

ネット 

ワーク 

づくり 

■研修会最終日には，働く女性の交流会を開催します。 

■交流会を通し，働き続けるための様々な問題を共有し 

「ありたい自分！なりたい自分！」を考えてみましょう。 

エソール広島情報センターより 

仕事と家庭の両立や，子育てしながら働きつづけること

に不安を持つ女性の就業継続を応援する研修会を実施

します。研修後の個別相談会や巡回相談も行います。 

（事前予約が必要です） 
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第９期メンタルサポーター養成講座ステップアップコース 公開講演会＆対談 

◆講 師  杉山信作さん（児童精神科医・「桜クリニック」院長・元広島市子供療育センター所長） 

◆対 談 者   杉原幹夫さん（臨床心理士・「杉原心理相談室」所長） 

◆日 時  平成 24年 8月 26日（日）14：00～17：00 

◆場 所 エソール広島 2階会議室（広島市中区富士見町１１－６） 

◆参 加 費  1,000円（当日受付でお支払ください） 

◆託 児 有料・要予約 1週間前までにお申し込みください 

（1歳から就学前までの幼児が対象 お１人につき 1,000円） 

◆申込方法 電話，FAXまたは Eメールでお申込みください 

 ※Eメールでお申込みの場合は件名を「8月 26日メンサポ公開講演会」としてください 

  

エソール広島他機関連携講座 

◆参 加 費  500円（当日受付でお支払ください） 

◆対  象  女性（動きやすい服装でお越しください） 

◆定  員  15名（定員になり次第締め切ります） 

◆託  児  有料・要予約 1週間前までにお申し込みください 

      （1歳から就学前までの幼児が対象 お 1人につき 1,000円） 

◆申込方法  電話・FAXまたは Eメールでお申込みください 

※Eメールでお申込みの場合は件名を「護身術入門講座」としてください 

発達障害者支援法が施行されてから７年余り，発達障害を持つ人への支援が急速に広まってきました。

発達障害が社会に受け入れられ，支援への方向が示されたことは大きな成果です。しかしその陰で，支

援者は人が育つというための大切なことを，見失ってはいないでしょうか。 

今回は，子どもの臨床に長年携わってこられた児童精神科医が発達臨床の光と影についてお話します。

さらに対談では，人が育つというために大切なこととは何かを深めていきます。 

皆さま，ぜひご参加ください 

 

防犯グッズプレゼント！ 
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※当財団は広島県の出資法人です。相談に要する経費は一切必要ありません。 

※相談を通して当財団が得た個人情報の管理については，十分に配慮しております。安心してご相談ください。 

 

 

✓ 

①携帯のメールチェックや服装チェックする 

②勝手にアドレスを消去する 

③気にいらないと無視を続ける 

④行動を監視する 

⑤お金をねだられる 

⑥性的行為を強要する etc 

など思いあたることはありませんか？ 

   もしかしたらデート DVかもしれません。 

気になる場合はお気軽に電話してください。

お友達の相談でもOKです。 

 

束縛は「愛」じゃないよ！ 

広告欄 

電話でつながる安心 
 

★デートＤＶについての資料紹介，防止のための勉強会への講師派遣等のご相談にも応じてます。 

講師派遣のお問い合わせについては 082・242・5262までお気軽にお電話ください。 

☎082-247-1120 

毎月第１・第３土曜日 

13：00～16：00 

エソール広島ではデート DV についての相談も受け付けています。 

デート DV という言葉を耳にしたことはありますか？ 

デートＤＶとは交際している男女間での暴力のことです。暴力は殴る・蹴る 

といった身体的なものだけではありません。行動の束縛，監視や心を傷つける

態度を取られたり，性的なことを強要されたりすることも含まれます。 

 

一 般 電 話 相 談 

家族のこと，夫婦のことなど日常の相談 

☎（０８２）２４７－１１２０ 

受付時間 毎日（水・日・祝日休） 

１０：００～１６：００ 

面 接 相 談 

おもに家族の問題についての面接相談 

要予約 ☎（０８２）２４７－１１２０ 

（必ず３日前の火曜日までに電話で予約をお願いします） 

毎週 金曜日 13：00～16：00 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「おおいいででよよ！！絵絵本本ミミュューージジアアムム  絵絵本本ののままちちににででかかけけよようう！！」」ののおお知知ららせせ  
  

広島県立美術館で，夏休み期間中「おいでよ！絵本ミュージアム 絵本のまちにでかけよう！」を開催します。 

この展覧会は，童心社の紙芝居から児童書までが大集合！「くれよんのくろくん」「おしいれのぼうけん」「じこくのそうべえ」

など “絵本のまち” が繰り広げられます。開催期間中は，「ワクワク！ドキドキ！夏休み子ども美術館」を開催し，大空間で

お絵かきや積木をし放題。楽しいワークショップも開催します！ 

お楽しみ満載な広島県立美術館は，この夏必見です！！ 

◆夏休み期間中の展覧会等◆ 

＊木を植えた男 フレデリック・バック展 

 [開催期間：7月１４日（土）～9月 17日（月・祝）] 

＊おいでよ！絵本ミュージアム 絵本のまちにでかけよう！ 

 [開催期間：7月24日（火）～9月 9日（日）] 

＊夏休み子ども美術館 

 [開催期間：8月1日（水）～8月 26日（日）] 

 

◆お問い合わせ◆ 広島県立美術館 （082-221-6246）          「まるごと一室積木コーナー（Ｈ23夏休みこども美術館）」       

ひろしまけん通信 

◆ 子育てしやすい職場環境の整備について 

◆ 女性の就職支援 ～「わーくわくママサポートコーナー」について ～ 

ご存知ですか？ 

男性の育児休業取得率 H21 H22 H23 

広  島  県 0.8％ 1.2％ 4.6％ 

全      国 1.23％ 1.72％ 1.38％ 
※ 調査公表年度で表記しています。 

男性従業員が 1週間以上の育児休業等を 

取得した中小企業に奨励金を支給します。 

 
奨励金支給区分 1週間以上 1か月以上 

1人目 ２０万円 ３０万円 

2～5人目 １０万円 ２０万円 
※1社につき、5人目までが対象です。 

取得したい人が無理せず取得できる環境づくりを進めるため， 

男性の育児休業を「育メン休暇」と名づけ，取得を応援しています！ 

 

○ 広島県は，男性の育児休業先進県！ 

知事が育児のための休暇を取得したのは，平成 22 年。その後，男性

の育児休業取得率は，全国平均を大きく上回りました。しかし，男性の

3割は育児休業を取得したいと考えており，まだ十分とはいえません。 

仕事と家庭を両立するためには，企業の理解や取組も大切です。 

広島県では，男性の育児休業を中心に，子育てしやすい 

職場環境づくりを推進しています。 

 

育メン休暇の取得促進に取組む 

企業を登録する制度です。 

登録企業は１５０社を超えました！ 

 

チャイルドコーナー・授乳室あり！ マザーズハローワーク併設！ 

【時間】月～金８：３０～１７：１５ 

（祝日及び年末年始はお休み） 

【場所】広島市中区立町１－２０ 

ＮＲＥＧ広島立町ビル３階  

（広電「立町」電停すぐ南側） 

【電話】０８２－５４２－０２２２ 

 ※ この他にも「就活応援セミナー」や「子育てサポートステーション」でのワークショップなどを開催しています。詳しくはHPで！ 

 

「わーくわくママサポートコーナー」では， 

就職に関するご相談への対応，情報提供などを行います。 

［ｻﾎﾟｰﾄ１］個別相談，キャリアカウンセリング 

［ｻﾎﾟｰﾄ２］保育所情報など両立に役立つ情報提供 

［ｻﾎﾟｰﾄ３］職場体験プログラムなど支援メニューのご案内 

※ 詳細は広島県のﾎｰﾑﾍﾟー ｼﾞでご覧いただけます。 

○ いきいきパパの育休奨励金 

○ 男性育児休業等促進宣言企業登録制度 

働く女性の約６割が，出産・育児を機に離職しています。 

そのうち，約３割の人は，継続就業の意思を持ちながら離職を余儀なくされています。 

また，離職中の女性の９割以上は，何らかの形で就職したいと考えています。 

「育児や家事の負担が大きく，仕事と家庭を両立することが難しい。」そう思っている女性は少なくありません。 

少子化対策や女性の活用推進のためにも，広島県ではこんな取り組みをしています。 
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開 講 期 間 平成２４年１０月～１２月（計６回） 

開 講 場 所 エソール広島（広島市中区富士見町１１－６） 

開 講 日 時 月２回土曜日開講 １３：００～１５：３０ 

対   象 県内在住または通勤の方（性別・年齢は問いません） 

定   員 ２５人 ※定員を超えた場合には抽選とさせていただきます 

応 募 締 切 平成２４年９月１０日（月） 

受 講 料 ３，０００円 

そ の 他 託児をいたします（無料）※１歳～就学前までの幼児が対象  

 

 
情報紙エソール ＶＯＬ.７８ 

編集・発行 

財団法人広島県女性会議 

 

平成２４年７月１２日（木）発行 

〒730-0043 

広島市中区富士見町 11-6 

エソール広島内 

ＴＥＬ 082-242-5262  

ＦＡＸ 082-240-5441 

ＵＲＬ http://www.essor.or.jp 

E-mail essor@essor.or.jp 
休業日 水曜日・祝日・第３日曜日 

 

《エソール広島相談事業》 

相談電話 082-247-1120 

月・火・木・金・土 

10 時～16 時受付 

 

《デートＤＶ相談事業》 

相談電話 082-247-1120 

毎月第 1・3 土曜日 

13 時～16 時受付 

 

《在宅ワーク支援センター》 

ＴＥＬ 082-242-5261 
月・火・木・金 13 時～17 時受付 

 

エソールひろしま大学 基礎講座受講生募集 

長らくホテルとして利用してきた９階スペースを，４月から貸事務室へ一新！ 
男女共同参画の推進に関わりの深い団体に利用していただけます。少人数の活動等をしてい
る団体の広島市中心部の拠点として最適です。お気軽にお問合せ下さい。 
 

部  屋：３タイプあり（ホテルそのままの利用です。少人数用として最適です） 
利用料金：共益費(水道光熱費を含む。家賃，敷金，礼金は不要。)のみ 

エソール９Ｆ 貸室のご案内 

同時募集 

開 始！ 

 

開 始！ 

これから先の人生を明る

く安心して生活するため

の知恵と工夫を５つの

「活」で学べる講座です。

より自分らしく生きてい

くための「目からウロコが

落ちる」情報が満載！ 

平成 25 年 1 月開講「男女共同参画事情ことはじめ」コース 

男女共同参画について基本の“き”から学べます！ 

家族・法律・歴史など目からウロコの内容が満載です。 

エソールひろしま大学とは，一人ひとりが，学校・職場・地域など社会の様々な分野でお互い

に協働して男女共同参画社会を実現できる人材を養成する講座です。 

基礎講座は時事テーマをはじめとして男女共同参画の基礎的な理解を深めることができます。 

TEL 

定休日 水曜日，第一火曜日  ９:00～１７：００ 

～０６６７  /FAX 082-249-0668   

目からうろこ生活術 知って得する５つの 

基礎講座

２  

エソールほっと通信 
広島県女性会議のメールマガジンに登

録しませんか？国・県内の最新情報や当

財団情報をメールでお送りします。 

当財団ホームページから簡単に登録で 

きます。トップページ右側「メールマ 

ガジン エソールほっと通信」のバナー 

をクリックしてください。 

お気軽にご登録ください♪（登録無料） 

詳しくは当財団ホームページまたは募集要項をご覧ください。募集要項は7月中旬以降当財団，

公民館，図書館等の公的機関に配布します。 


