第 24 回さかい男女共同参画週間
2020年

女と男が

いきるのや
講 演

1月18日（土）〜25日（土）

SAKAI

人生100年時代の生き方
〜仕事も私生活もイキイキと！〜
和田 裕美さん（営業コンサルタント、実業家）
お客様の98％から契約をもらう「ファンづくり営業」で、日本トップ、
世界142か国中２位を収めた女性営業のカリスマ。WADA式陽転思
考は、その中で生まれた。
累計220万部越えの著書には『世界No.２「売れる営業」に変わる本』
『成約率98％の秘訣』
『人生を好転させる「新・陽転思考」』などが
ある。
また独自の理論を活用して、NHK Eテレ「芸人先生」や関西テレビ
「イチ推しカンパニ―SP」へ出演。多岐にわたる活動を展開中。

オープニングアトラクション
堺チアリーディングクラブMARINE
堺市の青少年育成スポーツ団体としてチアリーディング競技を
安全に楽しく普及させ、競技する子どもたちの協調性と技術向上
を目的に活動。チアリーディング競技は多数の審査項目により
採点されるスポーツ競技のため、有資格者による本格的な指導を
受けながら練習を重ね、様々なイベントへの参加も行っている。
ジャパンカップ2019では、小学生部門において日本一になった。

2020 年

参加
無料

1 月 18日（土）

会場：サンスクエア堺

午後

2 時〜午後 4 時

（開場・受付 午後1時15分）

B棟サンスクエアホール

●定員：先着400人
●託児あり：2歳〜6歳の未就学児（定員5人、先着順、無料）※1月10日（金）までに要予約
●手話通訳・要約筆記あり

申込み・問合せは次のページへ・・・

主催／堺市

協力／堺市男女共同参画推進会議

※法務省委託事業

ワークショップ1

定員

1月19日（日） 午前10時〜12時

90人

「男女共同参画の視点から防災対策について考えよう」
これまでの大規模災害では、着替え場所がない、安心してトイレ
に行けない、性被害の問題など、多くの女性が困難な状況に直面
してきました。災害はいつどこで起こるかわかりません。
日頃の備えや避難所の生活について男女共同参画の視点から、
一緒に考えませんか。
長男が小学校に入学するときに、避難所にもなる「学校の防災」に興味をもったこと
から防災教育や学校防災についての研究を始める。大阪府学校防災アドバイザー
を歴任。女性の視点からの防災対策をいち早く始める。防災教育や学校防災につい
ての研究を始める。

講師：坂本 真理さん
（一般社団法人プラスワン防災）

定員

ワークショップ2 1月22日（水） 午後2時〜4時

「女性活躍に向けた意識改革」

50人

〜働く男性が、今できることは？〜

性別に関係なく、誰もが働きやすい社会を実現するためには、働く人
の「意識の変革」、特に「男性の意識改革」が重要です。
女性が活躍するために何が必要なのか？今できることは？一緒に考え
てみませんか。
大手総合家電メーカーにて長年にわたりデザイン開発に従事。2004年からはダイバー
シティ部門の責任者として、ダイバーシティや女性活躍推進活動に携わる。
現在は、21世紀職業財団客員講師として、長年、「ダイバーシティ推進」や「働き方改革
講師：森 仁美さん
（公益財団法人21世紀職業財団）

会

場

（WLB推進）」をテーマに、企業や自治体、団体での講演やワークショップ多数。
企業での実務経験を活かした実践的講義を強みとしている。堺市在住。

サンスクエア堺 A棟2階 第1会議室 参加

無料

【託児あり】2歳〜6歳の未就学児（定員5人・先着順、無料）
※1月10日（金）までに要予約

申込み＆問合せ（12月2日（月）から先着順）

〇講演＆ワークショップ
申込み方法 電話・FAX・はがき・Eメール・電子申請システム
必要事項

電子申請システムは
こちら

参加希望の催し名・氏名・住所・連絡先の電話番号・託児の有無
（託児が必要な場合は、お子様の名前・年齢）

堺市男女共同参画推進課 で受け付けます。
〒590ｰ0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館6階南
TEL：072-228-7408（午前9時〜午後5時30分 土曜日・日曜日・祝日・年末年始休み）
FAX：072-228-8070
E-Mail：danjokyo@city.sakai.lg.jp

二次元コード

女性の働くを応援するセミナー

1月24日（金） 午後1時〜3時

『脳からアプローチ！

〜“働き方 のつくりかた〜』

働き方の多様化に合わせて、働く現場ではメンタルヘルスや
メンタルケアなどの心に関する重要性が言われています。
脳や心へ理解を深めて感情や感想を整理し、「よりよい働き方
のつくりかた」を考えるセミナーです。
女性の社会進出の先駆けとして、結婚・出産後も働き続ける女性として活躍する。
退職後は、色彩心理カウンセラーの資格を取得し、
「色と心の臨床研究」に専念。
色彩心理や描画法、マインドマップなどを取り入れた独自のメソッドを用い、企業
講師：竹村 英子さん
（カラーココロジー研究所 所長）

研修、キャリア教育など人材育成や健康関連講座に従事している。

会場：サンスクエア堺

A棟2階 研修室2

定員

定員：20人
託児あり：0歳〜6歳の未就学児

20人

※1月22日（水）までに要予約

参加
無料

主催：さかいJOBステーション女性しごとプラザ

申込み＆問合せ（12月3日（火）から先着順）

〇女性の働くを応援するセミナー
さかいJOBステーション女性しごとプラザ
堺市堺区田出井町2−1

サンスクエア堺A棟１階

TEL：0120-245108

会場のご案内

■火曜日〜土曜日 午前10時〜午後7時
【休業日】
日曜日・月曜日・祝日・サンスクエア堺の休館日・年末年始・
第２・第４月曜日が祝日の場合は翌火曜日

至天王寺

堺市立斎場

堺市堺区田出井町2-1

JR堺市駅前
駐車場（有料）

B棟

A棟

市立
文化館

東雲公園

バスのりば
「阪和堺市駅前」

駅

※無料の駐車場はありません。
ご来場の際には電車・バス等の
公共交通機関をご利用ください。

入口

市

バ ス 停：南海バス阪和堺市駅前
バス停から西へ約300m

サンスクエア堺
出口

堺

最寄り駅：JR阪和線「堺市」駅

J
R
阪和
線

サンスクエア堺

電話または来場で、
さかいJOBステーション女性しごとプラザへ。

ベルマージュ堺
北三国ヶ丘
至三国ヶ丘

※ お申し込み時にいただきました個人情報は本事業以外には使用しません。
※ いずれのイベントも参加券は発行しません。定員を超え、参加できない場合のみご連絡します。

男女共同参画交流の広場「悩みの相談」
（予約制）
心やからだ、家庭・地域・職場の人間関係、配偶者等からの暴力のこと、生き方、性に関すること等、
さまざまな問題を自分自身で解決できるように、専門のカウンセラーが相談をお受けします。

女性の悩みの相談

男性の悩みの相談

１月18日（土）午前10時〜12時

１月18日（土）午後 1 時〜 4 時

１月22日（水）午前10時〜12時

１月25日（土）午後 6 時〜 8 時

１月24日（金）午後 1 時〜 4 時
午後 5 時〜 8 時

※どちらも面接相談か電話相談か選択できます。
※通常の日程でも実施します。

申込み＆問合せ：12月3日（火）から先着順。
電話または来場で、男女共同参画交流の広場まで。
場

所 :

N

西出口から
連絡通路で直結

アミナス北野田３階（南海高野線「北野田駅」から西５０ｍ）
堺市東区北野田１０７７
TEL:072-236-8266（面接相談）
TEL:072-237-3400（電話相談専用）

東文化会館
文化ホール

（火曜日〜土曜日 10時〜21時、日曜日 10時〜16時30分）

休館日 :

アミナス
北野田
3階

ベルヒル
北野田

結

路駅直

連絡通

線
高野
南海
田駅
北野

T E L :

至難波

ロータリー

毎週月曜日、祝日、年末年始（12/29〜1/3）休館。

交番

ただし、祝日が日曜日にあたるときは、日曜日を開館し翌火曜日が休館日。
祝日が月曜日にあたるときは、翌火曜日が休館日。

至高野山

ジェンダーブックフェア（申込み不要、直接会場へ）

※1月6日、20日、27日（いずれも月曜日）は休館日

（
開催館 :

火曜日〜金曜日
午前10時〜午後８時
土曜日・日曜日・祝日 午前10時〜午後6時

至松原

1月4日（土）〜1月31日（金）

美原区役所前
バス停

みんなと違う自分、みんなと同じ自分

阪 和自 動 車 道

美原保健
センター
美原総合
福祉会館

テーマ :

下黒山交差点
至和歌山

ジェンダー、セクシュアリティなど男女共同参画に関する図書を
展示・貸出しします。

美原図書館

）

美原西
小学校
府立
農芸高校

美原図書館
堺市美原区黒山167-14
TEL : 072-369-1166 FAX : 072-369-1168

美原
区役所
別館

美原
区役所
郵便局

黒山小学校

舟渡北
交差点
船戸下
バス停

『さかい男女共同参画週間』とは
堺市は1995年1月21日に市民による市民の行動目標として『女と男がいきるのやSAKAI
宣言』を採択し、全国初の男女共同参画宣言都市となりました。
これを記念し、1997年から毎年1月21日の前後一週間を『さかい男女共同参画週間』とし、
性別にかかわりなくすべての人が個性と能力を発揮し、あらゆる分野に対等に参画できる
男女共同参画社会の実現をめざし、啓発事業に取り組んでいます。

イベントの詳細は堺市HPでご覧いただけます。

さかい男女共同参画週間

検 索

