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研修受託のご案内

当財団では男女共同参画を推進するため，職場研修や
地域で活動しているグループの皆さんの研修を受託して
おります。ご要望に応じた内容をご提案し，講師を派遣
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○●経

費●○

講師謝礼金，講師交通費，資料代，通信費等の事務費
をいただきます。※個別にご相談させて頂きます。

いたします。ぜひご活用ください。
○●昨年度実施状況●○
○●受託研修例●○

「窓口対応研修」「コミュニケーション講座」

「男女共同参画社会ってどんな社会」

「DV 防止のために」他

「デート DV 防止講座」

※こんな講座してみたい！と思ったら，まずはお電話

「セクシャルハラスメント防止講座」

ください！ご要望に応じた研修を提案いたします！
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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

エソール広島
エソール 広島 男女共同参画啓発事業

危機管理アドバイザーの
危機管理 アドバイザーの 国崎信江さんを
国崎信江 さんをお
さんを お 招 き し
今回の
える「
女性の
視点から
から
て，今回
の東日本大震災 から考
から考える
「女性
の視点
みる防災
災害対策」
についてお話
いただきました
した。
みる防災・
防災・災害対策
」についてお
話いただきま
した。
[日
時] 平成 23（2011）年 10 月 22 日（土）
13：00～15：00
[場
所] エソール広島
エソール 広島 2 階多目的ホール
階多目的 ホール
皆さん，こんにちは ，危機管理教育研究所代表を務め
ています国崎と申します。どうぞよろしくお願いします。
私は，3 月 11 日のおよそ１ヵ月前，2 月 6 日に岩手県
大船渡市で防災講演会 を行っていました。主催 は，岩手
県の助産師会様 でした。女性 や子どもをどうやって大地
震から守るのかというテーマのなかで，2004 年に発生 し
たスマトラ島沖地震 の被害に遭ったバンダアチェの 写真
を見せながら，津波 がどれだけ恐ろしいかということを大
船渡市の方に伝えてきました。女性 が主となって防災 を
推進していく重要性 を伝え，家庭 の防災力を上げていた
だきたいと話しました。今思 えば，虫の知らせでしょうか ，
大船渡市の皆さんに必ず生き延びてくださいということを
お伝えしてお別れしました。
これから私が，政府 の特別機関の 1 つ，地震調査研究
推進本部の政策員の一人として，今，国がどのような研
究をしているのか ，そして，広島県 がどのような評価 をさ
れているのかと
いうことをお伝え
します。これから
防災を考えるに
あたり，今日話
すことを参考 に
して取組 んでい
ただきたいと思
っています。
津波の
■津波
の怖さと車の問題
そじょう
津波というのは，陸を遡上
してきた時点で，すでに単な
る海水ではありません。漁船 や石油コンビナート，タンク，
事業所，家屋，車等さまざまな物を破壊 しながら人を飲み
込んでいくのです。ガラス片や細いワイヤーロープ，トタン，
鉄骨，木材の鋭利な部分と一緒に人が巻き込まれて，ぐ
かくはん
るぐる攪拌
されるのです。飲み込まれれば 生存する確率
が非常に低いということを知っていただきたいと思いま
す。
また車で避難すれば速く遠くに逃げられるとつい頼って

危機管理アドバイザー
株式会社危機管理教育研究所代表
文部科学省｢地震調査研究推進本部政策委員会 ｣｢防災分野
の研究開発に関する委員会｣等に所属。
｢地震からわが子を守る防災の本｣｢誰も教えてくれなかっ
た震災から財産を守る本｣等著書多数。
【講師 国崎信江さん
（プロフィール
国崎信江さん】
さん】
（プロフィール）
プロフィール）
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しまいがちなのですが ，多くの人が車を使用 すれば渋滞
が起きてしまい，結果的 には逃げ遅れることになります。
しかし，超高齢社会 を迎える中で，地域 において車の避
難も考えた町づくりもあってしかりなのではないかと思い
ます。皆さんは ，車での避難をどう考えますか ？このたび
の報告には生き残った方の 6 割が車で避難 していたとい
われています。車が生活 の足となっている地域 では，こ
の問題についてしっかりと考えていかなくてはならないと
思います。
皆様は，津波に対しての知識がどれほどありますか？
東北を震源とする地震は 30 年周期でやってきます。今の
子どもが大人になって東北に仕事や観光で行ったときに
津波に遭うことも考えられます。津波 の危険が少ない広
島で生まれ育ったから，津波 の知識，教育は受けて来な
かったから逃げ遅れたということにならないように津波教
育をしっかりしなくてはなりません。今までの行いがどれ
ほど良くても，実直に生きてきたとしても，どんなにお子さ
んや家庭を愛して生きていたとしても，そんなこととは 無
関係に自然災害は非情に襲ってくるのです。
災害の
知識とと防災
■災害
の知識
どれほど災害の知識を持っているかというのが ，防災
という生きる力になります。
そじょう
川を遡上
する津波の速さというのは ，凄まじいエネル
ギーを持っているので，被害 を拡大化します。海につなが
っているのは ，川だけではありません。 下水もそうです。
マンホールは水圧でポーンとはじけ飛ぶのです。この 知
識も持っているか，持っていないかで被害 は違うのです。
皆様には，これからたくさんの 知識を有して生きる力にし
ていただきたいと思います。
国の定義では，防災とは，生命，身体，及び資産を災
害から保護することとなっています。非常 持ち出し袋 1 つ

用意して，家具に固定器具を１つつけたところで守れるも
のではないということを知ってください。 安全な場所に住
む，災害に強い建物にする，このたった 2 つのことをして
いただくことで，被災地 におけるたいていの 問題は最小
化されるのです。
防災はまず家を大事 にすることです。できるだけ 早い
段階で自宅を安全にしていただきたいのです。今まで 東
京都内で耐震改修工事をした人に調査 をしたところ， 費
用は 150～200 万円，全国平均でも 150～250 万円です。
これまで築いてきた財産と家族を守るために1 50～200 万
円をかけるのがもったいないという方はいますか ？ところ
がたいていの 方が，それには 目をそむけます。今すぐに
できる防災グッズから始めるのです。ここをあきらめて，
後にしたら命も財産も守れないということにそろそろ 気づ
いて欲しいと思うのです。
私自身は，3 年前に千葉県に移住しました。生まれ 育
ちは横浜で，実家も親族もいとこも友人も全員横浜です。
私は自分の判断でこの過密的な人口の横浜では，子ども
を守り切ることが難しいのではないかという 判断をして移
住しました。私の行 動は，土地に対するブランド意識が強
い人たちからは 横浜から離れることについて，理 解されま
せんでした。
また，地方では，先祖代々受け継がれてきた土地で，
自分の代はしっかり守らなくてはいけないという方がいま
す。でも，本当に守るべきものは，土地ですか？それとも
今，生きている家 族ですか？大事なお孫さんですか？こ
こを誤ってしまったら，守れるもの も守れなくなります。 工
事に 150 万円もかけ
られないという方もい
らっしゃるでしょう。そ
ういう方の生き方も
否定しません。ただ，
それによって被る被
害もその方自身が背
負って，責任を持っ
て生きていく 覚悟を
持っていただきたいと思うのです。
生活再建のお
のお金金
■生活再建
のお
生き延びた後に，きれいごとではなくお金があるかない
かでその後の人生は大きく変わります。実際に内閣府が
調査しているのですが ，まず当面の生活費として，201 万
円以上使っていたという方が， 最も多くいらっしゃったので
す。被災生活 で，水や食事を買いに行くなどの 生活費の
ために 200 万円以上貯めているという人はいますか ？も
しくは，この目的のために流用できるお金を貯蓄している
人はどれだけいるでしょうか 。住宅の再建費では，住宅の
被害の程度に関わらず 2000 万円以上かかったという方
が最も多かったのです。つまりす べてを失い，そこから生
活再建するためには 2200 万円以上かかるということで
す。
被災者生活再建支援制度というのがあります。 住宅が
被害を受けたら，全壊なら 100 万円，大規模半壊なら 50
万円，半壊の世帯には出ません。
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そして，その後の再建方法です。建物を新しく建てると
いう方にはプラス 200 万円，補修してもとの家に住むとい
う方はプラス 100 万円，土地も家もあきらめて 賃貸住宅に
住むという方はプラス 50 万円，最高
額 300 万円，国から支給されること
になっています。
他にも，私たちの 家にある衣類，
寝具，食器類，書籍，電化製品，家
具などの家財は,全労災という金融
機関のデータによると 4 人家 族のモ
デル，夫 35 歳，妻 30 歳，長男小学生，長女小学生の場
合，家の中に 166 7 万円の家財があるといわれています。
前述の 2200 万円以上に，このお金もかかるということで
す。ですから自宅を150～200万円で強くし，必ず来るとい
われているものに 対して備えるのが賢い生き方だというこ
とに気付き見直して頂きたいと思います。
被災地の復興支援では，残念ながら我が国に余裕は
なく，復興支援といえどもこれ 以上借金を増やすことがで
きないため，大 増税しか道はないようです。この 状況下で
東海，東南海地震を受けたら，さらに大 増税になるのでし
ょうか？しかもこの 負担を背負っていくのは ，間違いなく
私たちの子ども，孫なのです。その 子どもたちに地震 が
30 年以内に来ると言われながら一体，大人は何をしてき
たのと笑われるようなことをしてはならないと思います。子
どもを守ることを 語るにあたり，この 視点も忘れてはなら
ないのです。
災害直後から
から身身を守るという
という事事
■災害直後
から
あまり報道されませんが ，被災地では女性や子どもが
性的被害を受ける事例が発生しています。報 道されれば，
日本人の気質からいって，被災地 の治安は悪いと言って
しまうでしょう。 治安が悪いとなると，ボランティアで社員を
出そうという企業，ボランティア活動を支援する大学もなく
なり，被災地の復興が滞ってしまいます。それは ，被災地
の方の心を傷つけてしまうということでもあります。だから
報道しないことを悪いとは思いませんが，犯罪がないとい
うことではないということを知ってください。
仮設トイレの盗撮，ボランティアの人をねぎらうようなふ
りをして，人けのない 場所に誘って，という話はイヤという
ほど聞きます。ぜひ災害直後から身を守るということを 徹
底してください。
これから皆様 ，東海，東南海，南海地震が起きた時に
は，決してお子さんから 目を離さないでください。そして，
被災地で，子どもや１人でいる女性 を見かけたら，１人で
行動してはだめよと 保護するようにしてください。そういっ
たことをまず徹底していただければと思います。
■防災対策
防災をこれから頑張ってみようという方には ，どうかど
うか時代遅れの防災対策をしないでください。
今までは建物が耐震化すれば，それでよしという 雰囲
気がありました。 建物が耐震化されればされる ほど破壊
して逃げていた エネルギーを受け止めるわけですから，

室内の被害が甚大になります。家 具を固定すればいいの
かといったら，それだけではなく，中 身の飛び出し防止対
策もする必要があります。
防災というのは単純なことではないのです。皆様 が戸
建てに住んでいるのか，集合住宅に住んでいるのかによ
って対策も異なります。また，マン ションは階層によって被
害も異なります。つまり，1 階にと 10 階にお住まいの方の
防災対策が同じであるはずがないのです。皆様 の 1 つ 1
つの世帯の居住形態に合わせた対策をとっていただきた
いと思います。そして，家 族構成により備え方も変わって
きます。安全な家とはどういった家なのか 考えてください。
それから私たちは ，今まで学校や行政や国から刷り込
まれてきたことがあります。 机やテー
ブルの下にもぐれば命が守られるの
ではないかということです。 学校の
先生にも子どもたちを 指導する時に
机の下にもぐれだけでなく，その 状
況に対応できるように様 々な指導を
していただきたいと願うわけです。
改めて，皆さまにおかれましては ，一家に 1 個ではなく，
1人1つヘルメットを用意してください。そして， 安全な家と
いうのは，とにかく物が 少ない家だと思っています。家に
あるものすべてが凶器になるのですから，できるだけ物を
少なくするのです。今， 断捨離という哲学もありますが，そ
れも防災につながっています。
今日は女性が多いので付け加えて言いますと，日本 の
食器は重ねるので，たまに 形や大きさの違う皿を積み重
ねたりします。そのお 皿の形状が変わるごとに，滑り止め
シートを敷いていただくと，さらに 揺れが少ないのです。
我が家では子ども部屋や玄関などの避難導線上にも物
は置いていません。 我が家では懐中電灯の代わりに足元
灯を使っています。私は， ホームセンターに行くと，どんな
新しい非常防災用 品があるかなとわくわくするのです。皆
様も買い物に行く時に，こんなものも災害時 に役立つとい
う視点で見ていただくと防災 も少し楽しくなると思います。
防災の
知識でで身を守る
■防災
の知識
次は，時系列で必要なものを備える持ち出し品というこ
とです。皆様には，持ち出し品 1 つ用意して何になるのか
という話をしましたが ，防災の優先順位でいうと非常持ち
出し品がやっとここに 来るということなのです。 持ち出し方
として，今，必要 なものを持ち出すという時系列に分けて，
その時に必要なものだけを持って行くようにします。
さて，ここで皆様 にお伺いしたいのですが ，なぜ飽食の
この時代に，災害時だからといって，クラ ッカーとかビスケ
ット，乾パン，水だけで済ませるのですか ？皆様，本当に
それを食されるイメージがありますか？
皆様にお願いしたいのは ，栄養の偏りのない食を，ぜ
ひ今のうちから考えておいていただきたいということです。
日本食は，非常食と肩肘張らなくても，もともと 保存食な
のです。避難所では，生活への不安，ストレス，食欲がな
い，時間が不規則になる，食事をおろそかにしてしまうの
ですが「食べることこそ，生きること 」ということで被災生活
では食の中身を考えてください。

もしご家族で連絡をして，待ち合わせ事項，連絡方法
を決めておこうということでお考えの 場合には，具体的に
決めてください。
後は，自分でできるトリアージ（※１）
です。具合がいいか悪いかというのは ，
専門的な医療知識がなくてもできます。
爪をぎゅっと押して，パッと放して 2 秒
以内に赤みが戻ってくれば正常です。
ところが，2 秒以内に赤みが戻ってこな
かったら内臓に何らかの疾患があると
みて，重症なので，すぐに 病院に行ってください。災害時
には，なかなかお医者さんもいませんから，こういった知
識があることで心強くなります。
女性の
視点でで強い子ども
どもをを育てる
■女性
の視点
皆様にお願いしたいことですが ，被災地では必ず子ど
もの心のケアを行っています。これから必ず 来るといわれ
ているこの地域に住む皆様方におかれましては ，どうか
心のケアが軽くて済む強い心を持った子どもを育ててい
ただきたいと思います。 同じ子どもでも，テントで 外で寝る
ことを経験した子どもと， ふかふかのお布団でしか寝たこ
とのない子どもが ，避難所の体育館で寝たらどうなるかと
いうと，1 人はこっちの 方がまだましと思って 寝られるので
す。もう 1 人は，何でこんなところで 寝ないといけないんだ，
肩が，体が痛い，眠れない，寒いよと眠れなくなるのです。
次の日に眠れなかったので， ボーっとしている子どもと，
遊ぼうといった時に，ワー ッと遊べる子どもとに分かれる
のです。いずれにしても 心のケアは必要になってくるでし
ょうが，それが軽度ですむように育ててください。どんな 困
難があっても，もうだめだと思うことがあったとしても，大
丈夫，大丈夫と思えるような 強い心を地域で育ててくださ
い。その心を育てるためには ，とにかく体験です。女性の
視点で改めて，様々な体験を地域でさせて，子どもたちを
強くしていただきたいと思います。これで私の話を 終わり
にしたいと思います。 長い間，ご聴講いただきましてあり
がとうございました。
※１トリアージとは
自分で体の状態を確認する
方法。爪床圧迫テスト

国崎信江さんの著書を，エソール広島情報
センターで貸出しています。
◆ 地震の
地震 の準備帖 ◆

NHK 出版
ブロンズ新社
明治書院

◆ 地震から
地震 から 子供を
子供 を 守る５０の
５０ の方法◆
方法 ◆

◆ これ１
これ １冊 でできる ！わが家
わが 家の 防災マニュアル
防災 マニュアル ◆

4

母子家庭の母親やＤＶの被害を受けている 女性や，経済的な自立をめざす女性を対象に，地域で
活動する団体等と連携してパソコン 講座をおこなっています 。自立に向けた第一歩 を踏み出す機会
として，今年度の開催地は呉地域・福山地域です。
呉地域は国際ソロプチミスト 呉から助成金をいただき，広島文化学園生涯学習 センター・呉市母
子寡婦福祉連合会 との共催で 11 月に全 6 回で，広島文化学園大学 呉 呉駅キャンパスで実施しま
した。初心者を対象とし，１６名の方が職場で使えるパソコン 技術の基礎を学習。講座後はリラッ
クスタイムを設け，受講生同士 の交流ももちました。

●《参加者の
参加者の声》・まだまだ勉強したかった。・パソコンに対する怖さがなくなった。・子どもも
預かってもらえて勉強ができてこれからのやる気も出た。
※福山地域は
福山地域は２月１５日
１５日から開催
から開催します
開催します。
します。詳しくは当財団
しくは当財団まで
当財団までお
までお問い合わせください。
わせください。
広島女学院大学インターンシップ
広島女学院大学インターンシップ生
インターンシップ生受け入れ報告(8/22～
(8/22～9/4)

●8 月 22 日～9 月 4 日の 2 週間 ，広島女学院大学 から１名の（大学 ３年生）インターンシップ生を受け

入れ，職場体験 をしていただきました。大学生 から見た「広島県女性会議 のご案内 」です！

電話相談・
電話相談 ・面接相談は
面接相談 は

電話相談・面接相談の内容は様々です。小さな問題が枝分かれの様に増
え大問題になることもあります。そうなる前に利用して頂ければ大きな問題には
発展しません。しかし相談員に全部を任せるのではなく，回りにいる私たちも見
て見ぬ振りをするのではなく，話し相手，聴き相手になることも必要だと思いま
す。周囲で支え合い，解決が出来ない時は電話相談や面接相談を利用する
ことで「光」が見えてくると思います。

在宅ワーク
在宅ワーク支援
ワーク支援センターは
支援センターは

育児や再就職により家での仕事を希望される方へ仕事を紹介する場です。
CAD，ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成，裁縫など高度な技術を持っている人が有利であり現実は
厳しい。やったことがない仕事にﾁｬﾚﾝｼﾞすることで，仕事に対する視野が広がり，
ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟにも繋がると思います。技術以外に時間の使い方や集中力が身に
つくという付加価値もあります。不景気といわれる社会をどう乗り越えて，現実と
闘っていくかを考える機会が与えられる場でもあります。

チャレンジ支援

情報センターは
情報センターは

関連の本以外に、広島県の行政資料や各都道府
県の広報誌があり，他の地域状況を把握することがで
きます。女性だけでなく男性や若者も利用することで「男
女共同参画社会」を双方で理解し合い，仕事や地域な
ど幅広く活躍でき住みやすい環境を創っていくためにも
活用頂きたいと思います。
＜女性会議 から ひ・と・こ・と＞
ぎこちない電話応対 から２週間後 には率先 して電
話も取れるようになりました。「女性 は結婚したら仕
事を辞めるものと思っていました！」と言う意識 が変
化し，「子どものため自分 のためにも絶対 に働き続け
たい！」 「これから就職活動 する友人 や周囲に伝え
たい！」と感想 を述べてくれました。 就活 ！ ｶﾞﾝﾊﾞﾚ！!

女子高生向けチャレンジセミナーの実施報告

平成２０年度から県内の高校を対象に，チャレンジセミナーを開催しています。これは，職場でいきいきと活躍し ている
女性先輩の話を通じて，生徒一人ひとりが自分自身の将来の可能性を実感し，これからの進路を考えるうえでのヒ ントに
なるセミナーです。

実施状況＞
＜実施状況
＞

H20年度 H21年度 H22年度
実施学校数
1校
3校
3校
講師派遣人数
2人 10人 10人
受講生の人数
75人 167人 231人

年度実施状況＞
＜H23 年度実施状況
＞
●実施学校数 ：3 校
●講師派遣人数 ：10 人（ インテリアコーディネーター・ブティック 店長・

弁護士・看護師・ケアマネージャー・理学療法士・研究スタッフ・営業事務）

高校生の
感想＞
＜高校生
の感想
＞
◆さまざまな体験談を聞けて大変参考になりました。今後の進路選択に生かしていきたい 。
◆その人が感じていることを 聞けたので，将来のことを決めるのに参考になった。
◆普段は聞くことのない 仕事の話を聞くことができ 貴重な体験ができた。
５

エソールひろしま 大学専科公開講演会 のご案内

買 物 ス タ イ ル が 多 様 に な っ て い る 一 方 で ， ｢買 い 物 難 民 ｣の 問 題 な ど ,あ ら た な 地
域 課 題 も う ま れ て い ま す 。 今 こ そ ,売 り 手 と 買 い 手 が 一 緒 に 買 物 の 新 し い 価 値 づ く
りを 考える 時ではないでしょうか 。その 具体的 な取り組みをお 話いただきます 。
【講 師】 日野 佳恵子さん
佳恵子さん（株式会社ハー･ストーリィ 代表取締役）
広島市でタウン誌の編集長,広告代理店プランナーを経て,1990 年に創業 。女性マー
ケティングのパイオニア企業として注目を集める。
【日 時】 平成 24 年２月２５ 日(土)13:00～14:30
【場 所】 エソール 広島 ２階 会議室
【参加費】 ５００円(当日受付でお支払いください)
【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 申し込みの場合は，件名を｢2 月 25 日公開講座 ｣としてください 。
【託 児】 無料 ･2 月 18 日(土)までにお 申し込みください 。(1 歳から就学前まで)

エソールひろしま大学は，基礎～応用～専科とステップアップできる講座です。
専科では，各自の問題意識に基づいてグループ学習を行います。①政策提言グループ，
②企画実践グループの何れかに参加し，実践力を身につけます。
今回は，専科修了生が活動中の「癒し塾」のグループ活動をご紹介します。
いや

じゅく

◆第３期エソールひろしま大学専科
で「女性と健康」について学習し，
修了生４名で H２２年から活動。
◆頑張る人へ「こころとからだに“癒
しのひととき”」を提案する講座を企
画立案し活動中。

主
主

な
な

活
活

動
動

グループ名
グループ名 【 癒 し 塾 】

自分のやりたい！
やりたい！を実現してみませんか？

６

◎平成２２
平成２２年
２２年「頑張る
頑張る貴方に
貴方に「ほっこりｾ
ﾐﾅｰ 」 こころとからだに ” 癒 しのひとと
き”講座」
講座」開催
笑い・ﾖｶﾞ・自己紹介のﾏｽﾀｰ・ﾊﾝﾄﾞﾏｯｻｰｼﾞ
を取り入れた講座を開催。2 日間×1 回

◎平成２３
“疲れ”なんかに負
平成２３年
２３年「
なんかに負けられ
ない！
ない！ｱﾛﾏｾﾗﾋﾟｰで自分力
ｱﾛﾏｾﾗﾋﾟｰで自分力 UP 講座」
講座」開催
精油とハーブの基礎知識＆活用方法とｱﾛﾏ
＆ﾊﾝﾄﾞﾏｯｻｰｼﾞのﾃｸﾆｯｸや，ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾂｰﾙと
しての活用を学びました。2 日間×2 回

ひろしまけん通信
ひろしまけん通信
【お知らせ】
らせ】女性の
女性の就業相談コーナー
就業相談コーナー
働きたい 女性を応援するため ，無料の相談コーナーを 設置しています 。
「働きたいが 就職活動 の仕方がわからない 」
，
「仕事 と家庭が両立できるか 不安」といった 方，お気軽
にご相談 ください 。

◆ひろしましごと 館４階ジョブプラザ 内◆（中区八丁堀 ）

【実施内容 】

［開設日時 ］月・水曜日 ／ 10： 00～ 18： 00

● 就職に関する 悩み相談

土曜日

● キャリアコンサルティング
● 就職に役立つ情報提供 など

／ 13： 00～18： 00

指定保育施設 での託児が 1 時間半まで無料です。

◆イオン宇品店
イオン 宇品店「
宇品店 「あいあいキッズ 」内◆（南区宇品東）
［開設日時 ］火曜日 ／ 10： 00～ 18： 00

ての窓口
窓口の
予約受付・お
・お問
わせ》
《全ての
窓口の予約受付
・お問い合わせ
》 お子様を遊ばせながら 就職相談 ができま す。
０８２－
２２４－
０８２ －２２４
－１７１７
エソール 広島内 ◆（中区富士見町 ）
前日までにご予約の上，お越しください。 ◆エソール広島内
［開設日時 ］木曜日 ／ 10： 00～ 18： 00
個室でお子様と一緒に就職相談 ができます 。

【就業希望者募集
就業希望者募集】
募集】子育てママ
子育てママ応援
てママ応援 企業内就業体験プロジェクト
企業内就業体験プロジェクト
働きたいママと ，子育てに理解のある会社をマッチングします 。企業での就業体験 を通して ，就職先
を探しませんか 。
「ここなら 働ける！」と自信が付けば ，再就職 の道が開けます 。
ＯＦＦ－ＪＴ ，ＯＪＴ の期間は給与が支払われるとともに ，託児サービスを 受けることができます 。

事業
の流
れ

１．お申込み
申込み ２．面接・
面接・選考
受付
履歴書等の
必要書類を準備

カウンセリングの
実施及び選考

３．ＯＦＦ．ＯＦＦ-ＪＴ

４．ＯＪＴ

就職に向けた研修
内容例：自己啓発,
ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ,
面接対策等

就業体験先を決定後
企業での就業体験

（３日間）

（７日間）

就業体験先へ
就業体験先 へ

直接雇用の
直接雇用 の斡旋
就業体験先と協議し、
直接雇用を進めます。

※ 直接雇用にいたらなかった場合 も定期的なカウンセリングを実施し，就職に向けてサポートします。

み・お問
わせ》
《お申し込み・お
問い合わせ
》
０８２－
２４８－
０８２ －２４８
－２１００ 「子育てママ応援 企業内就業体験プロジェクト」事務局まで
【お知らせ】
らせ】男性の
男性の育児休業等促進キャンペーン
育児休業等促進キャンペーン
「育メンは ，会社も社員も明るくする 。
」をキャッチコピーに ，男性が育児休業 を取得しやすい 職場や
社会環境 の実現を目指し，キャンペーンを 展開しています 。
●

テレビミニ番組
パパナリ！」
！」RCC
にて放送中
放送中
テレビミニ 番組「
番組「パパナリ
！」RCC にて
1～ 3 月 毎週日曜日 ひる 11：24～11：30
育メン休暇が，家族や会社に与える効果，
男性が育児をすることの大切さやすばらしさを
伝えていきます。是非ご覧ください。

●その他，ラジオ 番組やポスター 掲示など，
様々な場所 で元就公 が活躍します。
皆さんも ，育メン 休暇について 考えてみませんか ！

広島県 仕事と家庭の応援サイト

７

検索

担 当：産業人材課
ＴＥＬ：０８２－５１３ －３４１９ (ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ )

情報紙エソール
情報紙エソール ＶＯＬ.
ＶＯＬ.７６
編集・
編集・発行
財団法人広島県女性会議
平成２４
平成２４年
２４年１月１日（日）発行
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●期間：平成 年４月～ 月
（月１～２回土曜日開催，全
●場所：

子育て中のお母さんを応援！！
子育て中のお母さん対象に，ヨガ＆アロママ
ッサージが体験できるセミナーを開催します!

●日時：平成２４年３月２日（金）・９日（金）
10：30～12：00
●場所：エソール 広島会議室

メンタルサポーター養成講座公開講座
メンタルサポーター養成講座公開講座
「トラウマとＰＴＳＤ」（仮称 ）のセミナーを
開催します！

や
ま

回）

●日時：平成２４年３月３日（土）
１０：００～１２：００
●場所：エソール広島会議室

エソールひろしま大学応用講座
エソールひろしま大学応用講座

無料託児
あります

〒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
エソール広島相談事業》
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
デートＤＶ相談事業
ＤＶ相談事業》
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

《女性のためのチャレンジ
女性のためのチャレンジ相談事業
のためのチャレンジ相談事業》
相談事業》
相談電話 082-245-1718
毎月第 2・4 火曜日
13 時～16 時受付

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

ＴＥＬ 082-242-5261
月・火・木・金 13 時～17 時受付

※詳細につきましては
詳細につきましては，
につきましては，近日中にご
近日中にご案内
にご案内いたします
案内いたします！
いたします！

私たちの 日常生活 の中で，普通 に利用 されているペットボトルのキャ
ップを 一般のゴミに 混ぜてしまうと ，焼却処分 され CO

2 発生源 になりま

す。埋め立て処分 されると 土壌を汚染 し，地球環境 を破壊 することにな
ります 。
エソール 広島では，9 月から 「エコキャップ 活動」を始めました ！
ペットボトルのキャップを 集めて 世界の子ども たちにワクチンを 届ける
取組です。キャップは 400 個で 10 円。ポリオワクチンは 一人分 20 円
になります 。ぜひご 協力ください ！

◎現在の
現在の実績：
実績：3９,６８0
６８0 個 → ４９.６人分のワクチンに
人分のワクチンに貢献
のワクチンに貢献！
貢献！
（H23 年 12 月 10 日現在
日現在）
）
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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）

