
 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

エソールは 学ぶ 集う 楽しむ あなたの思いを応援します 

contentscontentscontentscontents    

 特集特集特集特集    イキイキと働きたい女性を応援イキイキと働きたい女性を応援イキイキと働きたい女性を応援イキイキと働きたい女性を応援    

        広島県の働く女性の就業継続応援事業ついて広島県の働く女性の就業継続応援事業ついて広島県の働く女性の就業継続応援事業ついて広島県の働く女性の就業継続応援事業ついて    

 「第１回研修会」＆意見交換会事業報告「第１回研修会」＆意見交換会事業報告「第１回研修会」＆意見交換会事業報告「第１回研修会」＆意見交換会事業報告                

 実施事業報告実施事業報告実施事業報告実施事業報告    

インターンシインターンシインターンシインターンシップ生受入れップ生受入れップ生受入れップ生受入れ    

高校出前講座高校出前講座高校出前講座高校出前講座    

 講座レポート講座レポート講座レポート講座レポート    

 情報センター新着図書紹介情報センター新着図書紹介情報センター新着図書紹介情報センター新着図書紹介    

 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    

 エソールひろしま大学応用講座募集案内エソールひろしま大学応用講座募集案内エソールひろしま大学応用講座募集案内エソールひろしま大学応用講座募集案内        

 InformationInformationInformationInformation        エソールひろしま大学専科公開講演会のご案内エソールひろしま大学専科公開講演会のご案内エソールひろしま大学専科公開講演会のご案内エソールひろしま大学専科公開講演会のご案内    

    

平成平成平成平成 22225555 年年年年 1111 月月月月 10101010 日発行日発行日発行日発行    

Vol.7Vol.7Vol.7Vol.79999    冬冬冬冬号号号号    

～エソールはフランス語で「飛躍・発展」を意味しています～～エソールはフランス語で「飛躍・発展」を意味しています～～エソールはフランス語で「飛躍・発展」を意味しています～～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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… 7P 
 

… 8P 

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 VOL.7VOL.7VOL.7VOL.79999    財団法人広島県女性会議財団法人広島県女性会議財団法人広島県女性会議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 

「ペアで♪ヨガ」「ペアで♪ヨガ」「ペアで♪ヨガ」「ペアで♪ヨガ」    

開催：平成２４年１２月１日（土）開催：平成２４年１２月１日（土）開催：平成２４年１２月１日（土）開催：平成２４年１２月１日（土）        

～エソール広島３～エソール広島３～エソール広島３～エソール広島３FFFF 音楽体育室にて～音楽体育室にて～音楽体育室にて～音楽体育室にて～    

託児つきの「ペアで♪ヨガ」講座を開催しました。

講師の谷加奈子さんから「体のメンテナンスを行「体のメンテナンスを行「体のメンテナンスを行「体のメンテナンスを行

うことで心も整う」うことで心も整う」うことで心も整う」うことで心も整う」というお話しを聞いて，普段

なかなか使わない部位を伸ばすポーズが中心のプ

ログラムを行いました。 

 

 

～ご夫婦で参加されて～～ご夫婦で参加されて～～ご夫婦で参加されて～～ご夫婦で参加されて～    

★いかがでした★いかがでした★いかがでした★いかがでしたか？か？か？か？    

 左右で筋肉の硬さが違っているのには驚きました。でも

気持ちよかったです。 

2 人で楽しい時間が過ごせ 

ました。1 人ではできないポ 

ーズだったので，ぜひパート 

ナーに覚えてもらってやっ 

てもらわなくては！！（笑） 

    

～お友達同士で参加されて～～お友達同士で参加されて～～お友達同士で参加されて～～お友達同士で参加されて～                            

★いかがでした★いかがでした★いかがでした★いかがでしたか？か？か？か？    

YAHOO！JAPAN の地域情報 

をみて 2 人で参加しました♪。 

講座の中でポーズをたくさんと 

って，普段伸ばさないところをし 

っかり伸ばしたので体の芯からあたたまった感じです。 

また参加したいですね。 

参加者へインタビュ参加者へインタビュ参加者へインタビュ参加者へインタビューーーー    



2 

 

  
 

 

 

●●●●働く女性の就業継続応援事業とは？働く女性の就業継続応援事業とは？働く女性の就業継続応援事業とは？働く女性の就業継続応援事業とは？    

広島県内の仕事と子育てを両立し，イキイキ

と働き続けたいと考える女性達を応援していき

ます。出産・育児などで仕事を中断する女性は

全体の 6 割ととても多いです。しかしさまざま

なサービスを利用しながら仕事を続けている女

性も増えています。出産や育児などによってキ

ャリアを中断することなく就業継続する女性を

応援するのがこの事業です。具体的には次の４

つの事業を行います。 

①研修会・個別相談の実施①研修会・個別相談の実施①研修会・個別相談の実施①研修会・個別相談の実施    

②②②②エソール広島に相談窓口をエソール広島に相談窓口をエソール広島に相談窓口をエソール広島に相談窓口をオープンオープンオープンオープン    

（フォローアップ相談）（フォローアップ相談）（フォローアップ相談）（フォローアップ相談）    

③③③③事業所事業所事業所事業所へのへのへのへの巡回相談の実施巡回相談の実施巡回相談の実施巡回相談の実施    

④奨励金の支給④奨励金の支給④奨励金の支給④奨励金の支給（１件１０万円）（１件１０万円）（１件１０万円）（１件１０万円）    

①～④の中で①②③を㈶広島県女性会議が県か

ら委託をうけて実施しております。④に関して

は広島県環境県民局人権男女共同参画課が対応 

します。（☎０８２－５１３－２７４６） 

【働く女性の就業継続応援事【働く女性の就業継続応援事【働く女性の就業継続応援事【働く女性の就業継続応援事業業業業スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール】】】】    

区分区分区分区分    H24H24H24H24    H25H25H25H25    

7777～～～～    9999 月月月月    10101010～～～～11112222 月月月月    1111 月～月～月～月～3333 月月月月    

研修会・研修会・研修会・研修会・    

個別相談個別相談個別相談個別相談    

第 1 回 

（広島） 

第 2 回 

（福山） 

第 3 回 

（福山） 

第 4 回 

（広島） 

第 5 回 

（広島） 

巡回相談巡回相談巡回相談巡回相談     巡回相談 

相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口     フォローアップ相談 

奨 励 金 の奨 励 金 の奨 励 金 の奨 励 金 の

支給支給支給支給    

 

奨励金の支給 

●研修会に参加するメリット●研修会に参加するメリット●研修会に参加するメリット●研修会に参加するメリット    

この研修会に参加することによって次のメリ

ットが得られます。 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

 

では，当財団が行う事業について説明します。 

研修会の具体的な様子については次ページを

ご覧ください。 

    

①①①①研修会・研修会・研修会・研修会・個別相談個別相談個別相談個別相談の実施の実施の実施の実施についてについてについてについて    

仕事と子育ての両立に向けた意識の醸成や不

安解消を目的とし，研修会を実施しております。  

 個別相談は研修会に出席された方を対象に，

登録相談員（キャリアコンサルタント・社会保

険労務士・ファイナンシャルプランナー等の有

資格者）が仕事と家庭の両立のための相談を行

います。 

    

②エソール広島②エソール広島②エソール広島②エソール広島のののの相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口    

「働く女性の就業継続応援事業」登録相談員

が仕事と家庭の両立のための相談を行います。 

    

 

 

 

    

③③③③事業所事業所事業所事業所への巡回相談の実施への巡回相談の実施への巡回相談の実施への巡回相談の実施についてについてについてについて    

働く女性の皆さんが，仕事と子育てを両立し

ながら能力を発揮し，イキイキと働き続けるこ

とをお手伝いするため，登録相談員が企業・事

業所等に赴いて個人相談やグループ相談を行い

ます。（1 事業所あたり 2 時間程度） 

    

 

 

 

 

★研修参加者の働き続けるためのモチベーシ

ョンがＵＰする！ 

★同じ悩みを持つ女性達と意見交換をし，ネッ

トワークづくりをすることで様々な知恵や工

夫を得ることができる！ 

相談日及び時間相談日及び時間相談日及び時間相談日及び時間    

         毎週火,日曜日（第三日曜を除く） 

１０：００～１６：００ 

電話 ０８２-２４２-５２６２ 

実施期間実施期間実施期間実施期間    平成平成平成平成 25252525 年年年年 3333 月月月月 31313131 日まで日まで日まで日まで    

巡回相談を希望する日時を事前に調整し決定し

ます。（個人相談希望が多い場合は,複数の相談員

で対応します） 

特集特集特集特集    

～広島県働く女性の就業継続応援事業について～ 

私は何を

一番大切に

したいんだ

ろう？ 

≪お問合せ先≫ 

財団法人広島県女性会議財団法人広島県女性会議財団法人広島県女性会議財団法人広島県女性会議    

〒730-0043  

広島県広島市中区富士見町 11-6 

電 話 ０８２-２４２-５２６２ 

ＦＡＸ ０８２-２４０-５４４１ 
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～～～～第１回第１回第１回第１回    広島会場広島会場広島会場広島会場のののの研修会研修会研修会研修会ををををレポートレポートレポートレポート～～～～    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

    

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【テーマ】【テーマ】【テーマ】【テーマ】    

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

～イキイキと長く働き続けるために～イキイキと長く働き続けるために～イキイキと長く働き続けるために～イキイキと長く働き続けるために～～～～    

【テーマ】【テーマ】【テーマ】【テーマ】    

●●●●分かりやすく，論理的に伝えるためのエッセンス分かりやすく，論理的に伝えるためのエッセンス分かりやすく，論理的に伝えるためのエッセンス分かりやすく，論理的に伝えるためのエッセンス    

----    職場でのコミュニケーション力アップのために職場でのコミュニケーション力アップのために職場でのコミュニケーション力アップのために職場でのコミュニケーション力アップのために    ----    

受講生の声受講生の声受講生の声受講生の声    

・自分のライフキャリアを考えることができてよかった。 

・自分が「主人公！」ですね。頑張ります。 

・河野先生の実際の体験などが含まれており，とっても参考にな

りました。 

第 1 回研修会を 7 月～9 月に広島会場にて実施いたしました。すばらしい講師陣から修了生たちへの熱

いメッセージと修了生たちの研修会を終えての声をお届けします。 

また第 1 回広島会場研修会に参加された受講生同士の意見交換会がエソール広島にて 12/1（土）に行

われました。参加者へのインタビューもあわせてお届けします。 

受講生の声受講生の声受講生の声受講生の声    

・当面は家庭内でロジカルコミュニケーションを利用させて頂きたいと 

思いました。 

・昨日，クライアントにプレゼンをする場があったのですが今日のノウ 

ハウを生かしていればと反省しました。 

【【【【テーマ】テーマ】テーマ】テーマ】    

●ワーキングマザーのための能力開発と時間管理●ワーキングマザーのための能力開発と時間管理●ワーキングマザーのための能力開発と時間管理●ワーキングマザーのための能力開発と時間管理    

受講生の声受講生の声受講生の声受講生の声    

・自分を予約する事は，目からうろこでした。 

 ・アクションプランナーに出会えたことに感謝です。 

 ・手帳を使ってのスケジュール管理が新鮮でした。 

1111 日目日目日目日目    

7777////14141414 土土土土    

2222 日目日目日目日目    

7777////28282828 土土土土    

3333 日目日目日目日目    

8888////11111111 土土土土    

    

講師：講師：講師：講師：河野真理子さん河野真理子さん河野真理子さん河野真理子さん    

㈱キャリアネットワーク 会長 

講師：講師：講師：講師：佐々木かをりさん佐々木かをりさん佐々木かをりさん佐々木かをりさん    

㈱イー・ウーマン 代表取締役社長 

講師：照屋華子さん講師：照屋華子さん講師：照屋華子さん講師：照屋華子さん    

コミュニケーションスペシャリスト 

ビジネスブレークスルー大学大学院教授 

首都大学東京ビジネススクール非常勤講師 

自分を幸せにするのは，自分しかできないことなのです。 

うまくいかないときにどうやって自分をハッピーな状態に 

戻すか，そんな“対応力”を高めていきましょう。 

今後活躍していくためには，まずご自身のキャリアビジョン

を考えてみましょう。また，長く働き続けるためには，ライ

フビジョンを，加えてパートナーのビジョンとファミリーの

ビジョンをも考えておくことが大切です。 

答えるべき“問い”は何か，相手に期待する反応は何かが 

はっきりしていますか？これを確認することが，分かりや 

すく論理的なメッセージを伝えるための第一歩です。 

講師：河野真理子さん講師：河野真理子さん講師：河野真理子さん講師：河野真理子さん    

講師：照屋華子さ講師：照屋華子さ講師：照屋華子さ講師：照屋華子さんんんん    
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女性女性女性女性従業員従業員従業員従業員    

1 位 育児・介護，家事等を家族が分担すること    

2 位 年次有給休暇を取得しやすくすること 

3 位 フレックスタイム制度など柔軟な勤務体制の導入 

男性男性男性男性従業員従業員従業員従業員    

1 位 年次有給休暇を取得しやすくすること 

2 位 育児・介護，家事等を家族が分担 

3 位 時間外労働を少なくすること 

          ●麓先生です。今日の意見交換会もとてもよかった。 

           ●自分を予約するという話が心に残っています。 

●「罪悪感に気を付けて！」の言葉です。 

●「助けを求めることが大切」 

【【【【テーマ】テーマ】テーマ】テーマ】    

●仕事も！家庭も！子育ても！●仕事も！家庭も！子育ても！●仕事も！家庭も！子育ても！●仕事も！家庭も！子育ても！    

受講生の声受講生の声受講生の声受講生の声    

・不安な悩みはつきませんが，悩まなくていいことは悩まないとい

うことで心が軽くなりました。 

・雇用された女性の立場でのお話しでした。具体的に子育てとどう

両立されたかというお話しだったので，大変参考になりました。 

 第１回広島会場研修会の受講生たちがネットワークづくりを目的とした 

意見交換会を１２月１日に開催しました。麓先生を囲んでの意見交換会は 

白熱しました。休憩中に参加されている受講生たちの本音の意見を頂きま 

した。    

自分のキャリアについて悩ん

でいた時，ちょうど河野先生河野先生河野先生河野先生の

研修を受けました。 

「自分の見方を変えることが

大事」とのお話しを聞いて，自分

の頭の片隅におぼろげながら思

っていたことが明確になり，励ま

されました。 

私達，佐々木かをり佐々木かをり佐々木かをり佐々木かをり    

先生先生先生先生の手帳(アクション

プランナー)を活用して

ます～❤ 

12/1(12/1(12/1(12/1(土土土土) ) ) ) 意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会にてにてにてにて    

「ご意見聞かせてください」「ご意見聞かせてください」「ご意見聞かせてください」「ご意見聞かせてください」    

4444 日目日目日目日目    

9999////1111 土土土土    

          ●社会意識の改革・推進が必要。 

●やっぱり健康第一！ 

●周囲に何を言われてても跳ね返す強い心です。 

●フレキシブルに動ける体制づくりです。 

●両立支援のシステムも必要だけどもっと社会全体の意識を高めてほしい。だ

れかのカバーが無理なくできる企業内での環境が構築されるといいと思う。 

●企業や周りの考え方が男性育児参加 OK な意識になってほしい。 

 

あなたにとって仕事と家庭あなたにとって仕事と家庭あなたにとって仕事と家庭あなたにとって仕事と家庭

の両立に必要なの両立に必要なの両立に必要なの両立に必要なことってなことってなことってなことってな

んだと思いますか？んだと思いますか？んだと思いますか？んだと思いますか？    

実際に研修を受けてみて，心実際に研修を受けてみて，心実際に研修を受けてみて，心実際に研修を受けてみて，心

に残っている言葉や先生はに残っている言葉や先生はに残っている言葉や先生はに残っている言葉や先生は

だれですか？だれですか？だれですか？だれですか？    

広島県の男性・女性広島県の男性・女性広島県の男性・女性広島県の男性・女性従業員従業員従業員従業員が考える仕事と家庭の両立に重要なことベストが考える仕事と家庭の両立に重要なことベストが考える仕事と家庭の両立に重要なことベストが考える仕事と家庭の両立に重要なことベスト

３３３３    

講師：麓講師：麓講師：麓講師：麓    幸子さん幸子さん幸子さん幸子さん    

日経ＢＰ社ビズライフ局長 日経ウーマン発行人 

日本の女性は自分に厳しすぎるのではないでしょうか。 

罪悪感を持つ必要はありません。皆さんもっと自分をリスペク

トしましょう。 

広島県雇用環境実態調査（平成広島県雇用環境実態調査（平成広島県雇用環境実態調査（平成広島県雇用環境実態調査（平成 23(201123(201123(201123(2011))))年度）年度）年度）年度）よりよりよりより    
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    (8/2(8/2(8/2(8/20000～～～～9/9/9/9/2222))))    

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

8 月 2０日～9 月２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，職場体験をして頂きました。電話応対，来客対応，ファイリング作業，図書整理，入力作業な

ど事務仕事を体験して頂きました。 

 

 

 

＜女性会議から＞ 
 約２週間ではありましたが，多くの体
験をしてもらいたいと思いプログラムを組
みました。                 
 電話対応，来客対応，イベント受付，
アンケート集計，出前講座での出張など
体験して頂きました。とても意欲的に取 
り組んでくれました。            
 一つの事業をするためにどれほどの準
備時間と人と経費が必要なのか，感じ
てもらえたと思います。               
 そして今回の体験を通じてこれから自
身の中で“働き続ける”ことについて考え
ていただきたいと思っております。     

＜インターンシップ生から＞ 
 事務の仕事を体験してみたいと思
い，インターンシップに参加しました。 
 広島の女性達を支え，役立っているこ
ういう機関があることを初めて知り，もっ
と知りたいという気持ちになりました。                   
 相談員の方の応対を横で聞かせて頂
いたときは，相談者の方からの様々なお 
悩みに対して的確に答えていらっしゃった
ことが印象的で凄いなと思いました。   
 社会に出たら様々なことがあると思い
ますが，コツコツ頑張っていきたいです。  

～各職業の～各職業の～各職業の～各職業の講座を受けて講座を受けて講座を受けて講座を受けて～～～～    

生徒さんたちの感想生徒さんたちの感想生徒さんたちの感想生徒さんたちの感想    

平成２０年度から県内高校生を対象に，実際に活躍している先輩の話を聞くこ

とによって生徒の進路や未来を考える上でのヒントとなる出前講座を実施してい

ます。 

今回は千代田高校（8/30）廿日市西高校（11/14）などへ，インテリアコー

ディネーター・バイヤー（洋服）・看護師・栄養士の方々を派遣して生徒さんたち

に自身の経験や職業についてお話し頂きました。 

バイヤーバイヤーバイヤーバイヤー    

看護看護看護看護師師師師    

高校出前講座実施報高校出前講座実施報高校出前講座実施報高校出前講座実施報告告告告    

        

インテリアコーディネータ—インテリアコーディネータ—インテリアコーディネータ—インテリアコーディネータ—    

栄養士栄養士栄養士栄養士    

実施事業報告実施事業報告実施事業報告実施事業報告    

インターンシップインターンシップインターンシップインターンシップ生生生生受入れ報告受入れ報告受入れ報告受入れ報告    

★厳しさや，やりがいなどを色々知る事
が出来て良かった。 
 
★医療関係の仕事への関心が高まっ
た。いずれその道に進みたい。 

★将来の参考になった。将来の仕事に
ついて決め，その仕事をずっとつづけら
れたらと思えた。 
 
★「視野を広げれば，活躍の場が広が
るんだ」と思った。 

★これからも栄養士につ
いて調べていきたい。 
 
★栄養のことだけでなく，
家族や色々な事を考えて
仕事をしていることに驚
いた。 
 

★興味がない私も
関わりをもってみよう
と思った。 
 
 
★すごく自分のため
になりました。将来
が楽しみです。 
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65mm*175mm（広告掲載枠） 

このスペースにこのスペースにこのスペースにこのスペースに    

あなたの会社の広告あなたの会社の広告あなたの会社の広告あなたの会社の広告をををを載載載載せてみませんか？せてみませんか？せてみませんか？せてみませんか？    

  

 

エソールひろしま大学応用講座公開講座 

支えあいのできる新たな居場所のつくりかた支えあいのできる新たな居場所のつくりかた支えあいのできる新たな居場所のつくりかた支えあいのできる新たな居場所のつくりかた    

～これからの地域づくりを知っていますか？～～これからの地域づくりを知っていますか？～～これからの地域づくりを知っていますか？～～これからの地域づくりを知っていますか？～    

   １１月１０日（土）講師：丸山法子さん 

（リエゾン地域福祉研究所理事長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

福山ロッツにて，広島県社会福祉士会の事務局長とし

て高齢化の最前線を歩いて来られた丸山先生から「共

助」できる地域づくりに向けてのさまざまな形での居場

所のつくりかたについてお話し頂きました。空き家や空

店舗の利用・自宅を開放する・などの家族以外のゆるや

かなつながりを作っていくことが大切であることを学

びました。柔らかな口調とわかりやすい言葉で話され，

参加者に大変好評を得ました。 

★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。ぜひご利用ください。 

お問合せはお問合せはお問合せはお問合せは    

 

㈶広島県女性会議まで 

 

〒７３０－００４３  

広島市中区富士見町１１番６号 

電 話 ０８２ー２４２－５２６２ 

ＦＡＸ ０８２－２４０－５４４１ 

Ｅ-ｍａｉｌ essor@essor.or.jp 

情報紙情報紙情報紙情報紙エソールエソールエソールエソールについてについてについてについて    

発行部数 ４５００部 

※年２回夏・冬号（Ａ４版８ページ）のみ広告掲載スペースあり 

※主な配布先：県内図書館，公民館等公共機関および当財団研修受

講生・修了生等に配布 

※広告料 1 枠 2 万円(原寸大） 

講 座 レポー ト講 座 レポー ト講 座 レポー ト講 座 レポー ト    

詳しくは“エソール広島”ＨＰをご覧ください詳しくは“エソール広島”ＨＰをご覧ください詳しくは“エソール広島”ＨＰをご覧ください詳しくは“エソール広島”ＨＰをご覧ください    

「「「「このこのこのこの本読本読本読本読んだんだんだんだ？」？」？」？」    
～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～    

～新着図書紹介～ 
『考えない練習』『考えない練習』『考えない練習』『考えない練習』        著著著著    小池龍之介（小学館文庫）小池龍之介（小学館文庫）小池龍之介（小学館文庫）小池龍之介（小学館文庫）    

最近“考えすぎ”ていませんか？体は正直ですよね。知らないうちに体に貯め込まれたストレスは確実最近“考えすぎ”ていませんか？体は正直ですよね。知らないうちに体に貯め込まれたストレスは確実最近“考えすぎ”ていませんか？体は正直ですよね。知らないうちに体に貯め込まれたストレスは確実最近“考えすぎ”ていませんか？体は正直ですよね。知らないうちに体に貯め込まれたストレスは確実

に体を蝕みます。本書では仏道での考え方を基本に煩悩を捨てるための方法と訓練を紹介しています。「聞に体を蝕みます。本書では仏道での考え方を基本に煩悩を捨てるための方法と訓練を紹介しています。「聞に体を蝕みます。本書では仏道での考え方を基本に煩悩を捨てるための方法と訓練を紹介しています。「聞に体を蝕みます。本書では仏道での考え方を基本に煩悩を捨てるための方法と訓練を紹介しています。「聞

こえている」を「聞く」に変えこえている」を「聞く」に変えこえている」を「聞く」に変えこえている」を「聞く」に変え，，，，「見えている」を「見る」に変えるように五感を研ぎ澄ます練習を行い「見えている」を「見る」に変えるように五感を研ぎ澄ます練習を行い「見えている」を「見る」に変えるように五感を研ぎ澄ます練習を行い「見えている」を「見る」に変えるように五感を研ぎ澄ます練習を行い

ましょう。そうすることで心に余裕ができればあなたも小池さんのように口元に微笑ましょう。そうすることで心に余裕ができればあなたも小池さんのように口元に微笑ましょう。そうすることで心に余裕ができればあなたも小池さんのように口元に微笑ましょう。そうすることで心に余裕ができればあなたも小池さんのように口元に微笑ををををたたえる表情に自たたえる表情に自たたえる表情に自たたえる表情に自

然となるかもしれませんね。然となるかもしれませんね。然となるかもしれませんね。然となるかもしれませんね。    

 

エソールひろしま大学基礎講座公開講座 

「友活」大人になっての友達づくり「友活」大人になっての友達づくり「友活」大人になっての友達づくり「友活」大人になっての友達づくり    

～話が伝わるコミュニケーション～～話が伝わるコミュニケーション～～話が伝わるコミュニケーション～～話が伝わるコミュニケーション～    

   １０月６日（土）講師：和佐由紀子さん 

          （中国放送アナウンサー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RCC アナウンサー和佐由紀子さんをお迎えして，

相手とうまくコミュニケーションをとり，いかに話を

聞き出していくかのコツを体験談とともにお話し頂

きました。「素敵な先生に実り多いお話しを伺えまし

た」「相手のことをしっかり考えて話していきたいで

す」と参加者から好評を得た公開講座となりました。 
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今すぐ今すぐ今すぐ今すぐecoecoecoecoじゃけん広島「こども環境会議」のじゃけん広島「こども環境会議」のじゃけん広島「こども環境会議」のじゃけん広島「こども環境会議」の御案内御案内御案内御案内    

 

 

    

    

１．実施日時１．実施日時１．実施日時１．実施日時  平成２５年２月１４日（木）１３時００分～1５時００分（受付開始：１２時３0 分） 

２．実施場所２．実施場所２．実施場所２．実施場所  広島県民文化センター（広島市中区大手町１丁目５−３） 

３．プログラム３．プログラム３．プログラム３．プログラム    

（１） 各校取組発表（１５分程度） 

（２） 意見交換及び講評 

（３） まとめ 

４．参加校４．参加校４．参加校４．参加校    

（１） 広島市立上温品小学校 

（２） 福山市立今津小学校 

（３） 府中市立旭小学校 

（４） 廿日市市立玖島小学校 

（５） 安芸高田市立甲立小学校 

（６） 神石高原町立三和小学校 

５．参加募集対象者５．参加募集対象者５．参加募集対象者５．参加募集対象者 どなたでも参加できます。                        

ｍｍｍｍｍｍｍｍｍ（参加費無料） 

６．参加申込期限６．参加申込期限６．参加申込期限６．参加申込期限        平成２５年２月７日（木）必着平成２５年２月７日（木）必着平成２５年２月７日（木）必着平成２５年２月７日（木）必着    

７．参加申込方法７．参加申込方法７．参加申込方法７．参加申込方法  参加申込書に住所，氏名，連絡先を明記の上，電子メール，ファクス等により，お申し込みください。 

 
☆ 詳しくはこちら  http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/h24kodomokaigi.html 
 

この事業はイオンリテール株式会社のレジ袋収益金の寄附により実施しています。 

 

 

 

 

  

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    

広島県「わーくわくママサポートコーナー」では，仕事と子育ての両立に関する相談対応や情報提供， 

キャリアコンサルティングなどにより，子育て世代の女性等の就職活動をサポートします。ぜひご利用ください！！ 

 

 

 

 

お子さま連れでも安心！（チャイルドコーナーや授乳室を設置しています） 

【お問合せ】 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 

「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，就職を支援します。 

「職場体験プログラム」 

～３日間の事前研修と 

２日間のインターンシップ～ 

１月・２月・３月生 募集中！（各月定員１２名） 

こんな方にオススメ 

★両立のシミュレーションをしたい！ 

★仕事選択の幅を広げたい！ 

★ブランクが不安 

･･･職場感を取り戻したい！ 

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    ～「子育てしながら働きたい」を応援します～～「子育てしながら働きたい」を応援します～～「子育てしながら働きたい」を応援します～～「子育てしながら働きたい」を応援します～ 

しごとプラザ 

マザーズひろしま 

［サポート１］個別相談・キャリアカウンセリング 

［サポート２］保育所情報など両立に役立つ情報提供 

［サポート３］職場体験プログラム，セミナーなど支援メニューのご案内 

広島県 女性の就職応援サイト 検索 

県内各地の小学生が「身近なこと，自分達でできること」をテーマに，地球環境問題，温暖化対

策，身近な自然の大切さについて学んだことを発表します。 

 

 〒730-8511 広島県中区基町10-52 

   広島県環境県民局環境政策課（担当者：田中） 

    電話：082-513-2952 F A X：082-227-4815 

    電子メール：kankansei@pref.hiroshima.lg.jp 

申し込み・問い合わせ先 
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    情報紙情報紙情報紙情報紙エソールエソールエソールエソール    ＶＯＬＶＯＬＶＯＬＶＯＬ....７７７７9999    編集編集編集編集・・・・発行発行発行発行    財団法人広島県女性会議財団法人広島県女性会議財団法人広島県女性会議財団法人広島県女性会議        平成平成平成平成２２２２５５５５年年年年 1111 月月月月 10101010 日日日日（（（（木木木木））））発行発行発行発行    〒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 休業日休業日休業日休業日    水曜日水曜日水曜日水曜日・・・・祝日祝日祝日祝日・・・・第第第第３３３３日曜日日曜日日曜日日曜日     《《《《エソールエソールエソールエソール広島相談事業広島相談事業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  《《《《デートデートデートデートＤＶＤＶＤＶＤＶ相談事業相談事業相談事業相談事業》》》》    相談電話 082-247-1120 毎月第 1・3 土曜日 13 時～16 時受付  《《《《在宅在宅在宅在宅ワークワークワークワーク支援支援支援支援センターセンターセンターセンター》》》》    ＴＥＬ 082-242-5261 月・火・木・金 13 時～17 時受付  

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） 
エソールひろしまエソールひろしまエソールひろしまエソールひろしま大学専科公開講演会大学専科公開講演会大学専科公開講演会大学専科公開講演会のごのごのごのご案内案内案内案内    

【講 師】  春日 キスヨさん（臨床心理学者） 【日 時】  平成 2５年２月１６日(土)1０:３0～14:30  【場 所】  エソール広島２F 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１６日公開講座｣としてください。 【託  児】  無料･2 月９日(土)までにお申し込みください。(1 歳から就学前まで)   
 

    ①①①①    話話話話すすすす力力力力・・・・聴聴聴聴くくくく力力力力            ②②②②    伝伝伝伝えるえるえるえる力力力力        ③③③③    発想力発想力発想力発想力                            ④④④④    読読読読みみみみ解解解解くくくく力力力力            ⑤⑤⑤⑤    企画力企画力企画力企画力                            ⑥⑥⑥⑥    巻巻巻巻きききき込込込込む・む・む・む・動動動動かすかすかすかす力力力力    ⑦⑦⑦⑦    すすめる・まとめるすすめる・まとめるすすめる・まとめるすすめる・まとめる力力力力（（（（ファシリテーションファシリテーションファシリテーションファシリテーション力力力力））））    ⑧⑧⑧⑧    人生人生人生人生いろどりいろどりいろどりいろどり力力力力（（（（ライフプランニングライフプランニングライフプランニングライフプランニング力力力力））））    ⑨⑨⑨⑨    表現力表現力表現力表現力（（（（プレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーション力力力力））））    ⑩⑩⑩⑩    バランスバランスバランスバランス力力力力（（（（ワーク･ライフ･バランスワーク･ライフ･バランスワーク･ライフ･バランスワーク･ライフ･バランス力力力力））））        
地域活動地域活動地域活動地域活動やややや仕事仕事仕事仕事をすすめていくをすすめていくをすすめていくをすすめていく中中中中でででで，，，，｢｢｢｢コミュニケーションがコミュニケーションがコミュニケーションがコミュニケーションが難難難難しいしいしいしい｣｢｣｢｣｢｣｢話話話話しししし合合合合いいいいがうまくまとまらないがうまくまとまらないがうまくまとまらないがうまくまとまらない｣｣｣｣などなどなどなど困困困困ったことはったことはったことはったことはないですかないですかないですかないですか？？？？そんなとそんなとそんなとそんなときにきにきにきに身身身身につけておにつけておにつけておにつけておくとすぐにくとすぐにくとすぐにくとすぐに役立役立役立役立つつつつ力力力力がががが男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの視視視視点点点点でででで学学学学べますべますべますべます!!!!!!!!    

【【【【１０の１０の１０の１０の力力力力】】】】    
募集概要 【開講期間】平成２５年４月～１１月（計１４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１～２回土曜日開講 10:30～15:30 【対  象】県内在住または通勤の方(性別・年齢は問いません)で，エソールひろしま大学基礎講座を 修了した方またはそれと同等の学習歴のある方（例…ひろしま女性大学修了 等） 【定  員】３０人※定員を超えた場合には，抽選となります。   【応募締切】平成２５年３月１６日（土） 【決定通知】本人に３月中に通知します。 【受 講 料】１０,０００円 ※その他交通費,教材費等にかかる経費は受講生の負担となります。 【そ の 他】無料の託児サービスがあります。（１歳～就学前までの幼児が対象です。） ※ 詳しい内容は当財団ホームページまたは募集概要をご覧ください。  


