
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 vol.5 
うぃず 

ウィズセンター 

1 
 

“男女共同参画の情報誌”

～コンテンツ～  
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・ウィズカレッジ  

 

・キャリアアップや
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男女共同参画推進月間 2021 

「△(参画)は○(えん)になる 

～地域共生社会の実現にむけて～」 

講師：松岡 武司さん 

（倉敷市社会福祉協議会） 

 

「ジャマイカの食文化 

～JICA 海外協力隊体験談～」 

講師：北脇 藍紗さん（岡山県国際協力推進員） 

記念講演「上映会」は、１月 13 日（木）13:30～ ウィズセンター 

 

 

配信期間：12 月 20 日（月）～１月 19 日（水） 

申込締切：１月１６日（日） 

お申し込みはこちら 

 

 

 
講師：平田 オリザ さん 

   （劇作家・演出家） 

岡山県婦人問題懇話会（11/17） おかやま国際女性交流会（11/28） 

 

＊参加団体紹介＊ 

ふえみん婦人民主クラブ岡山  

さんかくナビ 

岡山友の会 

おかやま女性国際交流会  

婦人問題懇話会  

岡山県生活学校連絡協議会  

岡山家族支援センターみらい 

岡山県学童保育連絡協議会  

紅茶カフェ 

 

わかりあえないことから 

～シンパシーからエンパシーへ～ 

紅茶カフェ（10/2） 

 「誰もが安心して学べる居場所 

～公立夜間中学の可能性と岡山自主 

夜間中学校からみえてきたこと～」 

講師：城之内 庸仁さん（一般社団法人 岡山

に夜間中学校をつくる会理事長）

 

 

夜間中学は、引きこもり等で 

中学を形式卒業した人や、在 

日外国人家庭の子どものため 

のものに変わってきている。 

それでも年齢や様々な規則によって取り残

される子どもたちがいることから、学びたい

人が学べる場所として自主夜間中学が必要

とされていることを、スライドも使ってわか

りやすくお話いただきました。DVD「こんば

んはⅡ」も上映しました。 

 

生活支援コーディネーター 

（地域支え合い推進員）で 

活躍中の松岡さん。サロン 

活動や通いの場の 8～9 割が活動を自粛

するなど新型コロナで見えてきた課題を、

新しい生活様式の中でマスク作りに取り組

む活動や互いに近所で助け合う「互近助パ

ントリープロジェクト」を立ち上げ、御近所

（互近助）の底力として、克服した事例をお

話しいただきました。 

芸術文化観光専門職大学学長でもあり、数々の大学の客員教授なども務める平田オリザさん。大学でのワークショップ形式の授業にお

いて、列車や飛行機の中で隣り合わせた初対面の人へ話かけることを演じる例の紹介から、相手の背景や文化の違いを理解するコミュ

ニケーション能力の必要性についてお話しいただきました。日本の国際化を踏まえると、今後、自分と異なる価値観や理念を持っている

人と接することは必ずあり、「会話」と「対話」の区別が必要になること、また、これからの日本のリーダーには社会的な弱者のコンテクス

ト(状況)をくみ取る能力を身につけてほしいこと、それは、講演会の副題－「シンパシー(他人と感情を共有すること)からエンパシー(他

人と自分を同一視することなく、他人の心情を思いやること)へ」に象徴されるように「自分と違う価値観や理念を持っている人が何を

考えているのか「創造する力」を育てる」ことが大切になると説明いただきました。最後に、『広い意味で文化を支援することは文化を享

受する国民の権利を守ることにつながる。それこそが、社会的な孤立を防ぎ、様々なコンテクストを解消する社会のデザインになってい

く。是非コロナ禍をきっかけに一人一人が孤立せず、社会とつながるための対話が育っていけば』との思いを伝えていただきました。 

11月 27日（土） きらめきプラザ 301会議室にて、登録団体交流会を開催しました。 

第 1部は、顔ヨガインストラクターの『にしかわけいこ』さんを講師に、 

「－（マイナス）10歳顔づくり！顔ヨガで表情筋を動かそう～自力で 

変わる！ぬけがけ美容法で、マスクをはずしたくなる私へ～」と題して、 

講演とワークショップを行いました。鏡を見ながら表情筋を動かすと、 

血流もよくなり、参加の皆さまもとてもいい笑顔をされていました。 

第 2部は、参加団体の内、8団体が PRをいたしました。 

熱く語られた長年の活動に敬意を払うとともに、フラダンスや腹話術 

などで会場を盛り上げてくださったことに感謝します。 

 

にしかわけいこさん

（顔ヨガ指導中） 

推進月間記念講演 

登録団体交流会 

登録団体企画事業 （活動報告） 

JICA ボランティア活動としてジャマイカに

派遣された岡山県国際協力推進員の北脇

藍紗さん。現地で家庭科教師として、ジャ

マイカの食文化に触れた経験から「食」を通

して、ジャマイカ、そして世界を、語ってい

ただきました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今号の表紙】Artist 堀本健嗣（ほりもとけんじ） 軽度知的障害。2015 年～就労継続

支援 A 型事業所ありがとうファームで働き始める。オリジナルのキャラクター

を生み出しており、その数５０種類以上。人気のクリエイターである。 

～Message～ 作品をご覧になられた方が気分転換できるようにと思って制作を続けてい

ます。（ https://www.arigatou-farm.com/ ） 

 

公演後は、企業からの参加者が、日頃、人材育成において苦労している点などについて講師へ

質問し、講師からアマゾンの人材マネジメント手法に基づくアドバイスを受けました。 

オンライン 「女性のための就労支援講座」 

第４回 「コミュニケーション 

苦手男子必見 

～家族も職場も守る 

おもしろ法律話～」 

講師 ： 角田 龍平 さん 

（弁護士・元芸人） 

 

第５回 「パートナーシップを築く 

ために～あらゆる対人 

関係に応用できる 

勇気づけセミナー～」 

講師 ： 山田 響子 さん 

（ELM勇気づけトレーナー・faith代表） 

コミュニケーションを図る上で、誤解やトラブルを生じやすい

ハラスメントを中心にお話しいただきました。自分と相手にと

って、また、それを見ている周りにとってハラスメントを感じ

るか否か、そこをきちんと見極めなくてはならない。ハラスメ

ントは個別具体的・相対的に判断する必要があるとアドバイス

いただきました。                 （第 4回まで配信終了） 

「勇気づけの心理学」を伝えている山田さん。よりよい対人関係

のために今日からできることを、ワークを交えて教えていただ

きました。人と「違う」のは当たり前。行動には「原因」を求めず、

「目的」を考えると良いそうです。「ありがとう」「助かったよ」な

どの「勇気づけ」の言葉が、困難を克服する力になるとお話いた

だきました。 

第２回 「私、実現の第一歩 

～介護と仕事の 

ワークライフバランス～」 

講師 ： 井上 きよみ さん 

（中小企業診断士、(株) 

ハートバード代表取締役） 

 介護と仕事を両立させるためには、どうしたら良いか？

まずは「守りの武器」として、介護保険をはじめとした各

種制度をうまく使いこなすこと。また「攻めの武器」として、

職場等周りの方々と積極的に関わり合い、助け合うこと。経験

を踏まえた具体的なお話は、男女を問わず役立つ内容です。

その他、経営者の視点から「採用されやすい人」について

も教えていただきました。  （第２回まで配信終了） 

「働く人も、雇う人も大切に」をモットーに、社労士として 

活躍中の影山さん。求職前にやっておくべきことや、求人 

票に記載されている内容から、自分にとって重要な情報 

を読み取るためのポイントについて、分かりやすくお話しいただきました。 

 

第３回① 「楽しい求人票の読みとり方」 

講師 ： 影山 貴敏 さん（特定社会保険労務士） 

 

○ウィズカッレッジ企画講座（全５回：①②③④⑤） 

日時：２月２日(水)①②、３日（木）③④、４日(金)⑤ 

午前の部：10:30～①③、午後の部：13:30～②④⑤ 

○女性のための就労支援講座（全３回：①②③） 

日時：２月２４日(水)①②、２５日(金)③  

午前の部：10:30～①、午後の部：13:30～②③ 

場所：ウィズセンター会議室（申込不要） 

※詳しくはウィズセンター（086-235-3307）へ 

オンライン 「ウィズカレッジ企画講座」 

「キャリアアップや創業を考える女性のための交流会」 開催 

キャリアアップや創業に関心はあるけど、自信がない、家庭との両立が不安な

どお悩みの方もぜひご参加を。子育てをしながら、様々な困難を乗り越えキャ

リアを築いてきたパネリストたちとの交流により、未来設計へのヒントを得て

ください。（定員 20名）     お申し込みはこちら 

日時：１月２９日(土) １０：００～１２：００ （1/27〆切り）  

場所：杜の街グレースオフィススクエア会議室 ホールＣ 

対象：県内の企業に勤務する、キャリアアップに関心がある女性社員 

    県内で創業に興味がある方、創業しようと思っている女性 

                     

 

ウィズカレッジ 「リクエスト上映会」 開催 

第３回② 「企業のトップが語る 

自分で仕事のジャンルは決めなくてもいい！ 

「女性だから○○系」という考え方にとらわれないために」 

★地元企業のトップから見た女性活躍の展望について       
                                   熱く語っていただきました。 

 

飛鳥グループ協同組合 谷口真吾氏     

   平林金属(株) 平林実氏、 ネットリンクス(株) 前田洋一氏  

   室賀ネジ機工(株) 室賀康史氏、 室賀ビル(株) 室賀斐ろこ氏 

 

https://www.arigatou-farm.com/


 

     令和 3 年 11 月 12 日（金）に、令和３年度岡山県男女共同参画社会づくり表彰式が県庁で行われました。 

     この表彰は、県内各地域に於いて、男女共同参画社会づくりに積極的に取り組み、その功績が顕著であると認められ、 

今後もその活躍が期待される方々を表彰するもので、伊原木知事及び那須県民生活部長から受賞者の皆さんに、表彰状と 

記念品が授与されました。                                                                （五十音順・敬称略） 

◆知事表彰                                  

≪個人の部≫      （功労者としての役職等）                ≪事業者の部≫     

土屋 紀子（倉敷市） 倉敷市婦人協議会 会長                  株式会社ありき（津山市）    

中本 秀子（岡山市） 岡山市女性防火クラブ連絡協議会 副会長          オーエヌ工業株式会社（津山市） 

前田 元子（総社市） 総社市ネットワーク”波”役員               株式会社すえ木工（津山市）  

山下 美紀（岡山市） 岡山市男女共同参画社会推進センター運営委員会委員長    社会福祉法人天神会（笠岡市） 

◆県民生活部長表彰 （功労者としての役職等）                           

久保 陽子（倉敷市） あいネット倉敷 事務局                

佐伯  滋（倉敷市） 宙の会 役員        

谷原 和子（瀬戸内市）元 瀬戸内市男女共同参画推進審議会 委員      

鳥取 ルミ（岡山市） 岡山市女性防火クラブ連絡協議会 理事 

名定 慎也（岡山市） さんかくウイーク 実行委員 

藤原多惠子（玉野市） 玉野市女性団体連絡協議会 副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウィズライブラリー ～新着図書より～ 

『女性たちで子を産み育てるという

こと～精子提供による家族づくり』 

『らんたん』 

牟田和恵・岡野八代・丸山里美

／ぴあ 

柚木麻子／小学館／2021年 

渡辺ゆりのプロポーズ受諾の条件は、

シスターフッドを結んだ河井道と 3 人

で暮らす、という前代未聞のものだっ

たー。著者渾身の女子大河小説です。 
 

男女対の夫婦と子どもという「普通」

の家族だけではない、オルタナティ

ブ家族への展望をひらく書です。 

 ●2 月 17 日（木）13：30～15：30 

「旅の贈り物 明日へ」 

2012 年 日本映画  前川清、山田優、他 

会場はウィズセンター「会議室」です。 

 

「映画のつどい」と「交流サロンイベント」は参加無料。お申込み 

は不要です。当日の開始時刻までに会場へお越しください。 

●3 月 4 日（金）10：30～11：00   
【絵本の読み聞かせ】 

「いないいないばあ」等 

会場はウィズセンター「交流サロン」です。 

 

交流サロンイベント 

映画のつどい 

白澤社／2021年 

 

令和３年度 岡山県男女共同参画社会づくり表彰 


