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～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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エソールは 学ぶ 集う 楽しむ あなたの思いを応援します 

男の料理レシピ集  

パートナーも喜んだ♪   品川正則さん作 

“ 「母の日」に作ったケーキ寿司” 

 

男女共同参画週間行事の一つとして地元広島の食材を使った「男性の料理レシピ集」を１Ｆプロム

ナードにて 6/23～8月末までの期間展示中です。 

地元の企業様（福留ハム㈱，川中醤油㈱，ひろしま夢プラザ）に商品をご提供頂きファザーリング・

ジャパンメンバーの方々に商品を使用した料理レシピをご披露頂きました。あわせて料理自慢の男性

達のおすすめレシピも展示しております。 

 

 

1F プロムナード展示風景 
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現在までのご自身現在までのご自身現在までのご自身現在までのご自身ののののお仕事等でお仕事等でお仕事等でお仕事等で，，，，女性問題や男女共同参画の関わりについて最も心に残って女性問題や男女共同参画の関わりについて最も心に残って女性問題や男女共同参画の関わりについて最も心に残って女性問題や男女共同参画の関わりについて最も心に残って

いることを一つご紹介ください。いることを一つご紹介ください。いることを一つご紹介ください。いることを一つご紹介ください。    

    

［長尾理事長］（以下・長尾）［長尾理事長］（以下・長尾）［長尾理事長］（以下・長尾）［長尾理事長］（以下・長尾）    

 わたしが最初に女性問題や人権問題に目を向けたのは，法廷通訳人のときに担当した，あるフィリピン人女

性との出会いからでした。 

彼女は“正式な結婚をして，日本国籍が取得できる”という言葉を信じて来日し，ある男性と生活していま

したが，ある日不法就労者として逮捕されました。実は婚姻届は出されていませんでした。最初から家族の介

護の担い手として連れてこられたのです。彼女は夫の家族の介護もし，子どもも生まれていましたが，男性側

はその子を認知しなかったのです。もちろん母親は日本国籍がないので，その子は無国籍状態になります。私

が最も憤ったのはこの“産まれていない”（無国籍）状態の子どものことでした。法律はその子を守ってはく

れないのです。さらにその当時，この子のような無国籍児が日本に 2000 人いることも知り大きな衝撃をうけ，

そこから女性や子どもの権利といったものに深く関わるようになりました。 
 
［吉村前理事長］（以下・吉村）［吉村前理事長］（以下・吉村）［吉村前理事長］（以下・吉村）［吉村前理事長］（以下・吉村）        

わたしは県の行政に長年携わってきましたが，女性問題への関わりということであれば，２人目の子どもの

産休中にいきなり転勤になりびっくりしたということでしょうか（笑） 

当時，産休復帰者が仕事を続けていくということは男性職員の理解の範ちゅう外だったのでしょう。転勤に

なった新しい職場は女性対策を担当する部署として設置されたところでしたが，上司に「育児時間をとらせて

ほしい」って言ったら，ものすごく驚かれて（笑）。「育児時間？忙しいから来てもらったのに！」と言われま

したね。 

夫は単身赴任中，双方の親も遠くに住んでいるのでそんな状況で頼れるのは保育園と二重で預けていた方と

アパートのお隣さんでした。ただ，自分の信条としては“働くことも子どもを育てる事も当たり前”と思って

いましたから大変だったけど，つらくはなかったですね。 
 

                    広島広島広島広島県庁県庁県庁県庁で働く女性にとってはパイオニア的存在ですで働く女性にとってはパイオニア的存在ですで働く女性にとってはパイオニア的存在ですで働く女性にとってはパイオニア的存在ですが，いろいろご苦労もあったのではなが，いろいろご苦労もあったのではなが，いろいろご苦労もあったのではなが，いろいろご苦労もあったのではな

いでしょうか？いでしょうか？いでしょうか？いでしょうか？    

    

平成元年に広島の女性たちの手によって，女性の地位の向上と社会参画の活動拠点として建設された広島県女性

総合センター（エソール広島）は今年度で２５年を迎えました。また，同年４月１日から女性総合センターを管理

運営している（財）広島県女性会議は（公財）広島県男女共同参画財団に移行しました。新しい体制のもと，県民

の皆さんとともにつくる男女共同参画社会にむけて，新旧理事長に「男女共同参画のこれまで，そしてこれから」

についてご自身の体験も交えてお話をうかがいました。 

長尾ひろみ長尾ひろみ長尾ひろみ長尾ひろみ    
岡山県生まれ。だけど，「私

は広島人！」と広島に熱い

愛情を注ぐ。今年 4 月から

(公財)広島県男女共同参画

財団理事長。現在，広島女

学院大学長。その他中央教

育審議委員等就任。 

吉村幸子吉村幸子吉村幸子吉村幸子    
福岡県生まれ。広島県行政に

て文教課長等を経て初の女

性部長(現在の局長)に。女性

管理職のパイオニア的存在。

今年 3 月まで(財)広島県女性

会議理事長として活躍。 

『『『『～～～～男女共同参画の男女共同参画の男女共同参画の男女共同参画のこれまでこれまでこれまでこれまで，そしてこれ，そしてこれ，そしてこれ，そしてこれからからからから～～～～』』』』    
対対対対    談談談談    
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［吉村］［吉村］［吉村］［吉村］    

働きつづけるってことが“当然”という選択肢になれば，女性はいろんな対応を考えていくことができます。

ただ，苦しくなったら仕事を辞めるという選択肢を持つようになったらどうしてもそこに逃げてしまうように

なるから，どんな状況であろうと仕事を続けることが自分にとって当たり前だと思えたらそれでなんとかでき

るものです。 

［長尾］［長尾］［長尾］［長尾］        

気持ちはよくわかります。わたしも連れ合いに「仕事着のまま保育園に迎えに行って，

帰宅しても脱ぐ暇なしで料理して…。どうしてそこまでして仕事するの？」と言われた

ことがあって。その時「私は私で世の中のメンバーになりたいのよ，だからがんばって

いるの！」って答えました。それからは「どうして仕事を続けるの？」っていう問いか

けは，なくなりましたね（笑）。 
 

     ちょっとちょっとちょっとちょっと話話話話は変わりますが，は変わりますが，は変わりますが，は変わりますが，エソール広島オープン当初からふりかえってみて印象深かったエソール広島オープン当初からふりかえってみて印象深かったエソール広島オープン当初からふりかえってみて印象深かったエソール広島オープン当初からふりかえってみて印象深かった

出来事等があれば教えてください。出来事等があれば教えてください。出来事等があれば教えてください。出来事等があれば教えてください。    

    

［吉村］［吉村］［吉村］［吉村］    

 このエソール広島は，どこに何を置くかから全部女性たちで考えてきたものです。 

東京まで奥田小由女さんの「天翔る讃歌」を見に行って，これが私たち広島の女性 

たちの館に飾られるのかと想像するだけで感動しました。そして実際に玄関に設置され 

るのに伴って，奥田元宋さん自らが来館された時ロビーの柱をみて，「この柱は邪魔！ 

どけてくれないか。」って言われて（笑）。「無理です。」とお答えしたのですが，いまだに印象に残っています。

これまでの事業としては，ひろしま女性大学，エソールひろしま大学の修了生の色んな活動です。本当に 

素晴らしい活動をしていますね。 

［長尾］［長尾］［長尾］［長尾］    

申し訳ないけど，わたし自身は，財団理事長就任まではあまりエソール広島とは関わりがなかったのです。

ただ母がエソール広島のオープン時から深く関わっていたので，このたび母が大事にしていた場所に関われる

ようになったのはうれしいことです。 
 

    オープン時の広島の女性と今の広島の女性たちオープン時の広島の女性と今の広島の女性たちオープン時の広島の女性と今の広島の女性たちオープン時の広島の女性と今の広島の女性たちを比べてどうですか？を比べてどうですか？を比べてどうですか？を比べてどうですか？        

    

［吉村］［吉村］［吉村］［吉村］        

社会が求める力が変わってきているので，単純な比較はできません。オープン当初はクリエイティブ（創造す

る）な力が求められていたので，その力は今はどうか？と問われると以前ほど強くないという見方もあるでし

ょう。しかしそれで当然で今はむしろイノベート（革新する）な力が求められているからです。そして，広島の

女性達にはこれから色んなところへ顔を出して様々なフィールドで活躍していってほしいと期待しています。 

［長尾］［長尾］［長尾］［長尾］    

 そうですね。エソール広島がオープンの時代はクリエイティブな時代で，今はまさしくイノベーション（従

来のモノや仕組み・組織を改革して社会的に意義のある新しい価値を創造し，社会的に大きな関心をもたらすこと）の時代でしょう。クリエ

イティブな時代はとにかく創ることが目的でしたから，まずは創ることが重要でした。今は，その時代に創り

上げてきた過程で生じてきた問題がさまざまなレベルで出てきているのではないかと思います。いままで手を

つけずにいた問題が集積されてきたからこそ，イノベーションが求められるのかもしれません。 
 

そういう意味では，マジョリティ（社会的多数者）ではない新たな発想や視点が求められていくとそういう意味では，マジョリティ（社会的多数者）ではない新たな発想や視点が求められていくとそういう意味では，マジョリティ（社会的多数者）ではない新たな発想や視点が求められていくとそういう意味では，マジョリティ（社会的多数者）ではない新たな発想や視点が求められていくと

いいいいううううことですね？ことですね？ことですね？ことですね？        

［長尾］［長尾］［長尾］［長尾］    

 そうですね。これからはマイノリティ（社会的少数者）の部分に手をつけなくてはいけないということです。そ

れも一部の人たちだけではなく社会問題の解決として。 

<天翔る讃歌>（一部抜粋） 
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［吉村］［吉村］［吉村］［吉村］        

自分自身，県の行政職として女性で初めてといわれるポストに挑戦してきましたが，結局はマイノリティな

んです。本当はマイノリティの意見があわさって主流の意見にならないといけないと思っています。これまで

男文化だけで主流の意見・声になっていたのを“違う意見”“違う考え方”がミックスされて，初めて本当に

一般の意見になるということにようやく皆が気づき始めた時代なのです。 

［長尾］［長尾］［長尾］［長尾］    

そうですね。管理職というとやはり男性が中心の世界になってきますしね。でもその時に数合わせの女性が

社会的に必要となっていることも事実です。だからこそ数合わせとしてカウントされる女性達がそのバランス

の中に入って“女性のエンパワーメント”を発揮できるように，自らが質を高めるための研修の場やトレーニ

ングをする必要があります。そしてその機会を提供していくことこそが重要だと思っています。 
 

最後にこれからの広島の女性達へ期待することとして，ぜひ身につけてほしい力・意識・視点などお最後にこれからの広島の女性達へ期待することとして，ぜひ身につけてほしい力・意識・視点などお最後にこれからの広島の女性達へ期待することとして，ぜひ身につけてほしい力・意識・視点などお最後にこれからの広島の女性達へ期待することとして，ぜひ身につけてほしい力・意識・視点などお

話しください。話しください。話しください。話しください。また，そのためのこれからのエソールの役割とは何でしょう。また，そのためのこれからのエソールの役割とは何でしょう。また，そのためのこれからのエソールの役割とは何でしょう。また，そのためのこれからのエソールの役割とは何でしょう。    

    

［吉村］［吉村］［吉村］［吉村］        

私は女性達に自分をもっと大事にしてほしいと思います。自分が大事だからこそ他人との関係を大事にする

し,自分がその場にいることに対して,よりよい環境にしようと自然と力を出す。自分を大切にするがゆえのア

イデンティティ(主体性)を持ってほしいと思っています。 

［長尾］［長尾］［長尾］［長尾］    

確かに自分を大切にするのはとても大事ですね。ただ，すべてに疲れすぎてくると自分を大事にするどころ

か“もうどうでもいいわ！”となることもあります。だから，私は自分をとことん追い詰める前に“ヘルプを

求めてもいいのだ”“助けてもらえるのだ”と思える自由な意識を持つことが必要だと思いますね。 

［吉村］［吉村］［吉村］［吉村］    

確かに。子育てにしたって,私自身，振り返ってみていろんな人が応援してくれて 

いたからこそ続けることができたと思います。 

自分がきついときやしんどいときに「これどうしたらいい？」っていうヘルプの 

声がだせないと結果的にメンタルの不調が出てきてうつにもなると思います。 

［長尾］［長尾］［長尾］［長尾］    

そう考えると，ネットワークをつくることってすごく大事なことですよね。 

［吉村］［吉村］［吉村］［吉村］    

そうですね。今の時代，地域コミュニティの形もどんどん変化しています。駅前サロンのように出て来たい

ときに出てくるような形に変化している。新しいコミュニティの形になっています。 
 

ある意味ある意味ある意味ある意味，，，，コミュニティの有りようが柔軟になっていると思いますコミュニティの有りようが柔軟になっていると思いますコミュニティの有りようが柔軟になっていると思いますコミュニティの有りようが柔軟になっていると思います。。。。がががが，，，，一方で完全にコミュニテ一方で完全にコミュニテ一方で完全にコミュニテ一方で完全にコミュニテ

ィが閉ざされてしまっているという現実もありますが。ィが閉ざされてしまっているという現実もありますが。ィが閉ざされてしまっているという現実もありますが。ィが閉ざされてしまっているという現実もありますが。    

    

［長尾］［長尾］［長尾］［長尾］        

コミュニティが形成できる人たちはいいけど，できない人たちが取り残される状況が生じてきますね。その

人たちを支えていく働きも，このエソール広島に求められるのかもしれません。 

［吉村］［吉村］［吉村］［吉村］    

オープン当初以来，エソール広島の役割や事業展開も少しずつ変わっていきました。つまり時代の流れとと

もにエソール広島の役割もどんどん変わっていく。その変化の中で何が求められているのかを考えて支援する

という役割が，これから必要とされていると思いますね。 

［長尾］［長尾］［長尾］［長尾］    

エソール広島がオープンから２５年続いてきたわけですけど，この形をどうやって残そうかということだけ

ではなく，新たな時代でどのように必要とされているのか，また現在のコミュニティ，社会の何に手をさしの

べなければいけないのか，今後行政との関わりをどのようにもっていくのかということも含めて公益財団の舵

とりを行っていかなくてはなりません。一人ひとりのもつ力がしっかり発揮できるような支援ができるエソー

ル広島のために，まさに大きな飛躍の２５年目になるようにしたいと思います。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    

「キネステティクス」「キネステティクス」「キネステティクス」「キネステティクス」とは，「動き」と「感覚・真価・賞賛にたるもの」というギリシア語を組み合わせた造語。 

約４０年前に米国で生まれました。 

色々な角度から体や動きのメカニズムを知り，介助する人にも介助される人にも優しい，互いが楽で効率的な体の動き

を体験を通じて学びます。 

介助者側の負担が軽くなるだけでなく，介助される側も受け身ではなく，自分の骨や筋肉を使う方法を体験し，自然な

動きを身に付けていきます。この結果，キネステティクスには，介助される側の残存能力を維持し伸ばすというメリット

もあります。 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

当財団では，仕事と生活のバランスの向上を目的とし，生活力や介護力を身に

付けるために，男性を対象とした「プロに学ぶ男の介護」講座を開催しています。 

現在，男性の介護者は介護者全体の３割に達しています。介護は性別を問わ

ずに関わる可能性のあるテーマであるにも関わらず，男性の介護者は孤立しがち

になる傾向が見られます。男性がより良い介護の方法を学ぶために，日本ではま

だ普及途上である最先端の介助・介護の方法「「「「キネステティクスキネステティクスキネステティクスキネステティクス」」」」を体験できる講

座を開催しました。 

講師にはキネステティクスの指導者を育成するための日本で唯一の教育機関

「ケアプログレスジャパン」代表の中中中中本里美本里美本里美本里美ささささんんんんをお迎えしました。 

介助者や介護者の体を痛める事なく，重力に逆らわず被介護者の重さを骨に

移しながら移動させる介助・介護方法を体験しました。 

参加されたみなさんは，積極的に実技を体験され，熱心に学ばれていました。 

【参加者の感想】【参加者の感想】【参加者の感想】【参加者の感想】    

☆寝転がってイスに座るのは新鮮でした。 

☆体の骨の部分を使って介助することを知った。 

☆家での介護に希望がもてるようになった。 

☆力をいれないで自然の摂理の中での介護に徹したい。 

☆介護することへの身体的不安がなくなった。 ★★★★中本中本中本中本さんさんさんさんはははは「寝たきりおらん県」「寝たきりおらん県」「寝たきりおらん県」「寝たきりおらん県」    

にすることを目標に活動にすることを目標に活動にすることを目標に活動にすることを目標に活動中！中！中！中！    

実実実実施報施報施報施報告告告告    

～エソール広島情報センターより～～エソール広島情報センターより～～エソール広島情報センターより～～エソール広島情報センターより～    

～おすすめ図書紹介～ 
『『『『フランス女性はなぜ結婚しないで子どもを産むのかフランス女性はなぜ結婚しないで子どもを産むのかフランス女性はなぜ結婚しないで子どもを産むのかフランス女性はなぜ結婚しないで子どもを産むのか』』』』        編者編者編者編者    井上たか子井上たか子井上たか子井上たか子    

★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情報センター情報センター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。１Ｆロビーにも返却ポストがありますので，返却時

にご利用ください。 

欧州屈指の高い出生率を誇るフランスは，同時に「離婚率」「婚外子率（結婚せずに子どもを産む割合：

2010 年には全体の 54.5％に達している）」の高い国でもあります。では一人親家庭が多いのかというと，

そうではなく，結婚せず，いわゆる同棲の状態で子どもを産み育てることができる社会なのです。日仏と

もに家族は変容していますが，それに対応する家族政策はどうなっているのか，ここにフォーカスして日

仏の家族観，結婚制度，国の支援を比較しながら論じていきます。 

特に最終章での著者たちとコメンテーター上野千鶴子さんによる全体討論は，フランスと日本を比較し

ながら現在の日本における結婚・出産・子育・家族の問題をわかりやすく論じており，読みごたえがある

討論収録となっております。 

●●●●実施日時実施日時実施日時実施日時::::    
３３３３////２８２８２８２８（（（（木木木木））））・・・・４４４４////１２１２１２１２（（（（金金金金））））    

１３１３１３１３::::００００００００～～～～１６１６１６１６：：：：００００００００    

●●●●講講講講    師師師師::::中本里美中本里美中本里美中本里美さんさんさんさん    
（（（（ケアプログレスジャパンケアプログレスジャパンケアプログレスジャパンケアプログレスジャパン代表代表代表代表））））    

●●●●参加者数参加者数参加者数参加者数    両講座両講座両講座両講座ともともともとも１６１６１６１６名名名名    

    WhatWhatWhatWhat’’’’s?s?s?s?    

キネステティクスキネステティクスキネステティクスキネステティクス    
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「「「「働く女性応援研修会働く女性応援研修会働く女性応援研修会働く女性応援研修会」」」」第第第第 1111 回回回回（三原）（三原）（三原）（三原）・・・・2222 回回回回（広島）（広島）（広島）（広島）を開催しました！を開催しました！を開催しました！を開催しました！    

 

実施実施実施実施報告報告報告報告    

「働く女性応援研修会」「働く女性応援研修会」「働く女性応援研修会」「働く女性応援研修会」※この事業は広島県の委託事業です 

    出産・育児で仕事を辞めた女性のうち，約３割は「本当は辞めたくなかった」という実態がある中,１

人でも多くの女性がイキイキと仕事を続けられるよう，将来を見据えたキャリアプランの考え方や，時間

を有効に使う方法，職場や家庭でのコミュニケーション力をアップする方法など，女性が働き続けていく

ための考え方やスキルを学ぶ研修会。昨年度好評であった広島・福山会場からさらに範囲を広げ，今年度

は 5会場（三原・三次・福山・呉・広島）で 7回研修会を開催。 

【参加者の声】【参加者の声】【参加者の声】【参加者の声】    

◆３つのひ「ひるまない・ひがまない・ひきずらない」人生の選択。（積

極的な選択）が，心に残りました。私にとっての課題だと思いました。 

◆今日，今から出来る事，仕事と家庭との両立をするために出来るコツを

教えてもらえてこれから少し楽に日々を過ごせそうです。 

◆悩んでいた子どもへの時間の使い方。なかなか接してあげる時間が取れ

ず，皆同じように感じていると知り，より頑張ろうと思いました。時間で

はなく質です。 

第１日目  

●●●●ワーキングウーマンのためのキャリアデザインワーキングウーマンのためのキャリアデザインワーキングウーマンのためのキャリアデザインワーキングウーマンのためのキャリアデザイン    

   講師：河野真理子さん（㈱キャリアネットワーク会長） 

●●●●広島で活躍する先輩からの体験談広島で活躍する先輩からの体験談広島で活躍する先輩からの体験談広島で活躍する先輩からの体験談    

第２日目 

  ●仕事と子育ての両立のための能力開発と時間管理●仕事と子育ての両立のための能力開発と時間管理●仕事と子育ての両立のための能力開発と時間管理●仕事と子育ての両立のための能力開発と時間管理        

 講師：パク・スックチャさん（アパショナータ．Inc 代表） 

            ●●●●職場でのコミュニケーション力アップのための職場でのコミュニケーション力アップのための職場でのコミュニケーション力アップのための職場でのコミュニケーション力アップのための    

ロジカル・シンキングロジカル・シンキングロジカル・シンキングロジカル・シンキング        

第 3.4.7 回講師：岡田恵子さん（タワーズワトソン㈱データ・サーベイ部門ディレクター） 

第 5.6 回講師：大塚晴美さん（㈱キャリアネットワークキャリアアドバイザー） 

●●●●受講生のネットワークづくり受講生のネットワークづくり受講生のネットワークづくり受講生のネットワークづくり 

～第１回研修会が 6/14，21 日（三原会場）・第 2 回研修会が 6/15，22 日（広島会場）で開催。両会場ともに定員を上回る 

申し込みがあり，育休中の参加者が多く，みなさん熱心に受講されていました～ 

三原・広島研修会場風景三原・広島研修会場風景三原・広島研修会場風景三原・広島研修会場風景    

【研修参加者☆インタビュー】     (第２回研修会参加 川中醤油㈱ 池田さん) 

 
●受講動機●受講動機●受講動機●受講動機    

子育ては家族との時間を大切にし仕事は戦力として頑張りたいと思っており，両立する上で少しでも役に立
つ情報をインプットしたかったため参加しました。 

 
●参考になったこと●参考になったこと●参考になったこと●参考になったこと    

講師の皆さんを見て改めて経済的に自立している女性はかっこいいと感じました。子育ては一緒にいる時間
の長さではなく質や内容が大切であり，後悔しないように今をがんばりたいと思いました。そして何事も続け
ることが大切だと改めて感じました。 

 
●●●●仕事と私仕事と私仕事と私仕事と私    

私は会社で主に商品開発を担当していますが，日本の伝統的な調味料である醤油と広島産の農産物等を組み
合わせて新しい価値を生み出すことはとてもやりがいがあります。復帰後は子育ての経験を生かし，人の役に
立てるような商品開発をしたいと思っております。 

最後に，わたしが今育休を取得できているのは会社のみなさんをはじめ，色々な方の支えのおかげですので
本当にありがたく思っています。 

川中醤油広告 65ｍｍ×175ｍｍ 

≪≪≪≪今後今後今後今後のののの研修会研修会研修会研修会開催日程開催日程開催日程開催日程≫≫≫≫    

詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは     エソール広島 検索 

第第第第 6666 回回回回    

呉会場（呉市広市民センター）

10/4(金)・10/18(金) 定員 30 名 

第第第第 5555 回回回回    

福山会場（福山市市民参画センタ―） 

10/3(木)・10/17(木) 定員 50 名 

第７回第７回第７回第７回    

広島会場（エソール広島） 

2/15(土)・2/22(土) 定員 50 名  

第第第第 3333 回回回回    

広島会場（エソール広島） 

9/4(水)・9/11(水)定員 50 名  

第第第第 4444 回回回回    

三次会場（三次市生涯学習センター） 

9/5(木)・9/12(木)定員 30 名 

～プログラム～～プログラム～～プログラム～～プログラム～    
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広島県「わーくわくママサポートコーナー」では，きめ細かい相談対応と情報提供により働きたいママの就職活動

をサポートします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島県では，男性の育児休業等（育メン休暇）を取得しやすい職場づくりを応援するため， 

育メン休暇取得者のいる中小企業等に対し，１０～３０万円の奨励金を支給しています。 

会社にもメリットがあれば，「育メン休暇を取得したいです！」って言いやすいですよね♪ 

  

            【中小企業等への奨励金支給額】 

区 分 １週間以上１か月未満 １か月以上 

１人目 ２０万円 ３０万円 

２人目から５人目 １０万円 ２０万円 

  

  【お問合せ】 

   広島県 健康福祉局 働く女性応援プロジェクト・チーム 両立支援グループ 

住 所：〒７３０－８５１１ 広島市中区基町１０－５２ 

             電 話：０８２－５１３－３４１９（ダイヤルイン） 

ＦＡＸ：０８２－５０２－３６７４ 

             E-mail：fuhatajopt@pref.hiroshima.lg.jp 

サポート１サポート１サポート１サポート１    相談コーナー相談コーナー相談コーナー相談コーナー    

働く前の悩みや不安をじっくり相談したい， 

保育園や子育て支援の情報が知りたいなど， 

女性相談員が担当制で就職準備をサポート♪ 

お子さま連れでも安心！（チャイルドコーナーや授乳室もあります） 

※ 希望に応じて，併設のマザーズハローワーク広島で職業紹介を受けることもできます。 

ひろしまけん通信ひろしまけん通信ひろしまけん通信ひろしまけん通信    

【お問合せ】 広島県「わーくわくママサポートコーナー」 ０８２－５４２－０２２２ 

【利用時間】 月～金曜日 ８：３０～１７：１５（祝日・年末年始を除く） 

【所在地】 広島市中区立町１－２０ ＮＲＥＧ広島立町ビル３階「しごとプラザ マザーズひろしま」内 

                                広電「立町」電停すぐ南側，「新生銀行」が入居しているビルです。 

サポート３サポート３サポート３サポート３    職場体験職場体験職場体験職場体験プログラムプログラムプログラムプログラム    

～３日間の事前研修と２日間のインターンシップ～ 

⇒ 再就職の準備･･･こんな人にオススメ♪ 

★ 両立のシミュレーションをしたい！ 

★ ブランクが不安･･･職場感を取り戻したい！ 

 

女性の就職支援女性の就職支援女性の就職支援女性の就職支援    広島県「広島県「広島県「広島県「わーくわくママサポートコーナーわーくわくママサポートコーナーわーくわくママサポートコーナーわーくわくママサポートコーナー」」」」 

わーくわくママ 広島県 検索 

いきいきパパの育休奨励金いきいきパパの育休奨励金いきいきパパの育休奨励金いきいきパパの育休奨励金をご活用ください！をご活用ください！をご活用ください！をご活用ください！    

しごとプラザ 

マザーズひろしま 

 
 

サポート２サポート２サポート２サポート２    就職準備セミナー就職準備セミナー就職準備セミナー就職準備セミナー    

～経験豊富な専門家による１日の気軽なセミナー～ 

⇒ そろそろ働きたい･･･こんな人にオススメ♪ 

★ 何から始めたらいいか知りたい！ 

 ★ 仕事と子育てを両立するコツを知りたい！ 

 
９月・１０月・１１月受講生 募集中！ 参加無料・託児無料！ 

働きたいママにうれしい３つのサポート働きたいママにうれしい３つのサポート働きたいママにうれしい３つのサポート働きたいママにうれしい３つのサポート    

パパの育休奨励金 広島県 検索 

 

※ 「しごとプラザ マザーズひろしま」では，「マザーズハローワーク広島」と「わーくわくママ 

サポートコーナー」が連携して，子育て世代の女性等の就職を支援します。 
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❤❤❤❤    
    

  

 

開 講 期 間開 講 期 間開 講 期 間開 講 期 間    平成２５年１０月～１２月（計６回） 

開 講 場 所開 講 場 所開 講 場 所開 講 場 所    エソール広島（広島市中区富士見町１１－６） 

開 講 日 時開 講 日 時開 講 日 時開 講 日 時    月２回土曜日開講 １３：００～１５：３０ 

対対対対         象象象象    県内在住または通勤の方（性別・年齢は問いません） 

定定定定         員員員員    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 切応 募 締 切応 募 締 切応 募 締 切    平成２５年９月１7 日（火） 

受 講 料受 講 料受 講 料受 講 料    ３，０００円 

そ の 他そ の 他そ の 他そ 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  

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。 

超高齢化社会，生涯未婚率の上昇，共働き世代の上昇，若年層の就職難など社会状況は超高齢化社会，生涯未婚率の上昇，共働き世代の上昇，若年層の就職難など社会状況は超高齢化社会，生涯未婚率の上昇，共働き世代の上昇，若年層の就職難など社会状況は超高齢化社会，生涯未婚率の上昇，共働き世代の上昇，若年層の就職難など社会状況は

刻々と変化しています。「今後どんな生活になるの？」「私はどう生きていったらいいの？」刻々と変化しています。「今後どんな生活になるの？」「私はどう生きていったらいいの？」刻々と変化しています。「今後どんな生活になるの？」「私はどう生きていったらいいの？」刻々と変化しています。「今後どんな生活になるの？」「私はどう生きていったらいいの？」

こんな不安を胸に抱えているあなたにぜひともオススメしたい五訓。予測不可能な将来をこんな不安を胸に抱えているあなたにぜひともオススメしたい五訓。予測不可能な将来をこんな不安を胸に抱えているあなたにぜひともオススメしたい五訓。予測不可能な将来をこんな不安を胸に抱えているあなたにぜひともオススメしたい五訓。予測不可能な将来を

乗り切っていくコツを学べます。乗り切っていくコツを学べます。乗り切っていくコツを学べます。乗り切っていくコツを学べます。    

講 師：大塚泰正さん（広島大学大学院教育学研究科心理学講座准教授） 

日 時：平成 25 年９月８日（日）13：30～15：30 

場 所：エソール広島３階研修室（広島市中区富士見町 11－6） 

参加費：500 円 ※当日お支払いください 

対 象：相談員やカウンセラー等で活動している人・テーマに興味がある方等 

託 児：有（１歳から就学前まで。おひとりにつき 1,000 円。１週間前までに 

申し込みが必要です） 

申込方法：電話，FAX または E メールでお申し込みください 

※Ｅメールでお申し込みの場合には，件名に「９月８日公開講座参加希望」を 

記入してください。 

ステラ広告 65mm×175ｍｍ 

    

情報紙エソール情報紙エソール情報紙エソール情報紙エソール    ＶＯＬＶＯＬＶＯＬＶＯＬ....8888１１１１    

編集・発行編集・発行編集・発行編集・発行    

公益公益公益公益財団法人財団法人財団法人財団法人    

広島県広島県広島県広島県男男男男女女女女共同参画財団共同参画財団共同参画財団共同参画財団    

平成２平成２平成２平成２５５５５年年年年８８８８月月月月１２１２１２１２日（日（日（日（月月月月）発行）発行）発行）発行    

〒〒〒〒730730730730----0043004300430043    

広島市中区富士見町広島市中区富士見町広島市中区富士見町広島市中区富士見町 11111111----6666    

エソール広島内エソール広島内エソール広島内エソール広島内    

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ    082082082082----242242242242----5262526252625262        

ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ    082082082082----240240240240----5441544154415441    

ＵＲＬＵＲＬＵＲＬＵＲＬ    hhhhttp://www.essor.or.jpttp://www.essor.or.jpttp://www.essor.or.jpttp://www.essor.or.jp    

EEEE----maimaimaimail essor@essor.or.jpl essor@essor.or.jpl essor@essor.or.jpl essor@essor.or.jp    

休業日休業日休業日休業日::::水曜日・祝日・第３日曜日水曜日・祝日・第３日曜日水曜日・祝日・第３日曜日水曜日・祝日・第３日曜日    

    

《エソール広島相談事業》《エソール広島相談事業》《エソール広島相談事業》《エソール広島相談事業》    

相談電話相談電話相談電話相談電話    082082082082----247247247247----1120112011201120    

月・火・木・金・土月・火・木・金・土月・火・木・金・土月・火・木・金・土    

10101010 時～時～時～時～16161616 時受付時受付時受付時受付    

    

《デートＤＶ相談事業》《デートＤＶ相談事業》《デートＤＶ相談事業》《デートＤＶ相談事業》    

相談電話相談電話相談電話相談電話    082082082082----247247247247----1120112011201120    

毎月第毎月第毎月第毎月第 1111・・・・3333 土曜日土曜日土曜日土曜日    

13131313 時～時～時～時～16161616 時受付時受付時受付時受付    

    

《在宅ワーク支援センター》《在宅ワーク支援センター》《在宅ワーク支援センター》《在宅ワーク支援センター》    

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ    082082082082----242242242242----5261526152615261    

月・火・木・金月・火・木・金月・火・木・金月・火・木・金    

13131313 時～時～時～時～17171717 時受付時受付時受付時受付    

現在，職場では，仕事や人間関係など，不安や悩みからストレスを抱えメン

タルヘルス不調となり，休職や離職となるケースが増加傾向にあります。 

セルフケア（自分でできるストレスケア）とラインケア（部下のストレスに

素早く気づく）について，意義や具体的な取り組み内容を知ることにより，健

康でいきいきと働ける職場づくりをめざしましょう！ 

メンタルサポーター養成メンタルサポーター養成メンタルサポーター養成メンタルサポーター養成講座講座講座講座公開講座公開講座公開講座公開講座    

人生 100 年を 

公益財団広島県男女共同参画財団の

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） 

 


