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平成 25 年４月１日から公益財団法人広島県男女共同参画財団の理事長として就任いたしました，
長尾ひろみです。
平成元年に広島の女性たちの手によって，女性の地位向上と社会参画の
活動拠点として建設されたエソール広島も今年度で 25 年目を迎えます。
また，今年度は，公益法人移行という節目の年でもあります。今までの
25 年間行ってきた事業は，地域で男女共同参画の推進の担い手として
活躍している皆さんの意欲的な活動という形で実を結んでいると思って
おります。
これからもさらに県民の皆さんと共に男女共同参画社会づくりを実現してまいります。
よろしくお願いします。
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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

■ 事業の年間スケジュール
事 業 名

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月 26 年 1 月

基礎講座

2月

3月

基礎講座

エソールひろしま大学
応用講座

専科
専科
基礎コース

メンタルサポーター養成講座
❤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

電話相談：月・火・木・金・土（10 時～16 時）
，デート DV 相談：毎月第１・３土曜日（13 時～16 時）

相談事業
4/6

6/29

ｴｿｰﾙひろしま大学
応用講座公開講座
4/12
プロに学ぶ男性講座

その他の事業

7 月～9 月

ｴｿｰﾙ広島映画祭
「ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ・ｻｯﾁｬｰ
鉄の女の涙」

ｴｿｰﾙひろしま大学専科
学習成果発表会
他団体との連携講座

10 月～11 月

1 月～3 月

ｴｿｰﾙひろしま大学
応用講座公開講座
地域入門講座（三次市）

プロに学ぶ男性講座
他団体との連携講座

※４月現在実施予定事業を掲載しておりますが，その他にも多数事業を実施します。都合により実施時期が変更する場合がありますので，ご了承ください。

■ 受託事業【働く女性の就業継続応援事業】スケジュール
内容

4月

研修会の開催

5月

6月

7月

研修会の実施
【広島・三原】

8月
7/20
ネットワーク会議

9月

10 月

研修会の実施
【広島・三次】

11 月

12 月 25 年 1 月

研修会の実施
【福山・呉】

2月

3月

研修会の実施
【広島】

出前講座の実施
企業に出向いて講座を開催します（出前講座）

男性も女性も力を合わせ地域課
題の解決や地域力の発揮のため
にどうすればよいのか，さまざま
な視点から研修を開催します。

◇エソールひろしま大学
基礎講座，応用講座，専科とステップア
ップできる講座です。男女共同参画の視
点を持つ人材を育成します。

男女共同参画についての情報や講師
の人材情報を収集し提供します。情報
センターは，学習や読書などどなたで
も利用できます。

◇エソール広島情報センター
男女共同参画に関する書籍，DVD，講師情
報等を取り揃えております。

人と人，団体と団体等「つながり」
をプロデュースしながら事業を実
施します。団体の皆さんの活動支援
も行っております。

◇活動交流支援ｾﾝﾀｰの運営
女性団体等の事業活動と交流を支援する
ため活動スペースの貸し出し，コピーサー
ビス（有料）等をしています。

新しい分野へのさまざまなチャレン
ジを応援します。男性向けの講座や働
く女性の就業継続応援の講座を実施
します。

◇女性のチャレンジ支援事業
県内のチャレンジ支援事業や関連サイトなど
のチャレンジ情報の収集と提供を行います。
また，高校生向けの出前講座も開催します。

◇ＨＰ・メールマガジンでの情報提供
◇メンタルサポーター養成講座
相談員の資質向上のための講座です。
基礎コースを開催します。公開講座も
開催します。

HP：随時更新，メールマガジン：月 2 回
配信（第１，第 3 金曜日）

◇情報紙の発行

◇国際交流・国際理解事業
ＪＩＣＡ研修の受入れとともに，女性問
題・男女共同参画をテーマに国際交流・国
際理解に関する講座を実施しています。

◇男性対象講座
男性にとっての男女共同参画啓発事業を開催
します。

年 3 回：4 月，7 月，1 月発行

◇在宅ワーク支援センターの運営
◇男女共同参画週間行事

◇地域支援事業
地域における男女共同参画社会づくり
講座を開催します。今年度は三次市で地
域入門講座を開催します。

◇研修受託事業
ニーズに合わせ地域や企業での研修企
画，講師派遣を実施します。
例：
「男女共同参画社会づくり」
「デート
DV，セクシャルハラスメント防止研修」
「コミュニケーション講座」など

生活上のさまざまな悩みについて
一緒に考えていきます。家庭，地域，
職場や家族，男女問題，人間関係等お
気軽にご相談下さい。

毎年 6 月 23 日～29 日（男女共同参画週
間）にさまざまな啓発事業を実施します。
エソール広島映画祭
開催：6 月 2９日（土）
今年度上映映画
「マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙」

◇大学連携
～インターンシップ生の受入れ～

◇働く女性の就業継続応援事業

◇エソール広島相談事業
☎082082-247247-1120
相談者が自ら解決の方策を見出すよう援
助をする相談です。
電話相談 月・火・木・金・土曜日
面接相談（要予約）金曜日
面接相談（要予約）金曜日

◇共催事業
（多機能な場を活用した事業）
他機関や市民団体と協働し，エソール広島の
各会場の多様な機能を活用した講座を開催
します。また市民民団体等への活動支援も行
います。

・研修会

・出前講座
・ネットワーク会議

◇デート DV 防止の啓発事業
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
★★エソール広島
エソール広島映画祭
広島映画祭 開催★★
エソール広島では，毎年６月に男女共同参画週間行事のひと
つとして，映画祭を開催しています。今年度は「マーガレッ
ト・サッチャー 鉄の女の涙」を上映します。
午前の上映終了後には，１F にてバザーも開催します。
◇この映画祭は，広島県の男女共同参画をすすめる会と共催
事業です。

≪吹替版≫

日 時：６月２９
６月２９日（土）9：30～17：00
日（土）
（午前の部 10：30～ 午後の部 14：00～）
場 所：エソール広島 ２階 多目的ホール
チケット代：1,500 円（クッキー・ドリンク付）
チケット取扱場所：エソール広島 1 階フロント
2 階事務室・エディオン広島本店本館 8 階
プレイガイド
託 児：午前の部のみ無料サービス有
共 催：広島県の男女共同参画をすすめる会
英国史上初，かつ唯一の女性首相マーガレット・サッチャー。妻として，母として，国
のリーダーとして力の限り闘い続けたひとりの女性の感動の物語。元首相マーガレッ
ト・サッチャーをアカデミー賞主演女優メリル・ストリープが全身全霊で挑んだ話題作。

～広島県男女共同参画研修会のお知らせ～

情報紙エソール ＶＯＬ.
ＶＯＬ.80
編集・発行
公益財団法人
公益財団法人
広島県男
広島県男女共同参画財団
平成２５
平成２５年４月 15 日（月
日（月）
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: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》
相談電話 082-247-1120
月・火・木・金・土
10 時～16 時受付
《デートＤＶ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
《在宅ワーク支援センター》
ＴＥＬ 082-242-5261
月・火・木・金
13 時～17 時受付

女性の活躍の場の拡大とワークライフバランス
～働き方改革と管理職の役割～
日 時：６月６日（木）
６月６日（木）１３：00～15：00
場 所：エソール広島
２階 多目的ホール
講 師：佐藤 博樹さん
博樹さん (東京大学大学院情報学環 教授）
参加費：無料 ※要申込・定員１２０人（先着順）
託 児：無料・５/２４（金）までに予約（定員１０人）（１歳から就学前まで）
※詳細は広島県ホームページをご覧ください。（トップページ→くらし・環境→男女共同参画）

【申込み・お問合せ】
広島県環境県民局人権男女共同参画課 ℡ ０８２－５１３－２７４６（ダイヤルイン）
０８２－５１３－２７４６（ダイヤルイン）

★★ エソールひろしま情報センターからのお知らせ ★★
❤◎「働
働く女性の
女性の就業継続応援事業」
就業継続応援事業」 特設コーナーをつくりました
特設コーナーをつくりました！
コーナーをつくりました！ ❤
きてね♪

★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。

◎１Ｆ展示スペース
展示スペース前
スペース前に情報センター
情報センター返却
センター返却ポストを
返却ポストを設置
ポストを設置しました
設置しました！
しました！
当財団休業日（水曜・第 3 日曜・祝日）
，
２Ｆ情報センターまで返却に行く時間がない
時に，本の返却ポストをご利用ください。
★２Ｆ情報センター開館時間
（10：00～18：00）

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）

