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２月開催講座のお知らせ
昨年 8 月に開催した
『パパ＆子クッキング講座』
で好評だった，
“えのきだけとわかめのコンソメスープ”のレシピをご紹介し
ます。スープの美味しい季節です。ぜひお試しください。
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だけとわかめのコンソメスープ
献立例/彩ケーキ寿司，フルーツ杏仁豆腐
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手羽先は半分に切って分量の水とローリエをいれて火に

(２人分)
２人分)

【えのきだけとわかめのコンソメスープ】

かける

沸騰したらあくを引いて中火にして２０分前後煮込む
手羽先は取り出して身をほぐしておく

手羽先…２本

スープに白ワイン，コンソメ，えのきだけ，ワカメ，手羽

水…４カップ
干しえのきだけ…1/2 束
ワカメ…適量
ローリエ…1 枚

先の身を戻し入れる
塩・コショウで味を調える

干しえのきだけをつかうことにより旨みアップと脂肪吸収

コンソメ…１個

を抑える効果が期待できます。干しえのきだけは家庭でも簡

白ワイン…大さじ１

単にできます。風通しの良い場所で天日干しをして 2 時間

塩・コショウ…適量

程度紫外線を充分にあてるだけです。
【監修：おきの恵子いきいきクッキング】
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平成 26(2014)年 1 月 3 日より，
配偶者暴力防止法（DV 防止法）の対象者が拡大されます！
生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても,配偶者からの暴力及びその被害者
に準じて,法の適用対象になります。
また,法律名が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関 する法律」に改められます。
(内閣府 HP より抜粋)

【DV 防止法の一部改正のお知らせ】

「DV 防止法」の施行は，DV(配偶者からの暴力)被害の未然防止や拡大防止に大きな役割を果たしてき
ました。しかし，いまもなお全国の配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数は年々増えており，広
島県内においても DV の認知件数は上昇傾向にあります。エソール広島で行っている相談事業においても
相談件数のうち約 15％程度を DV 相談が占めています。
このような社会状況の中，
「DV 防止法」の対象者が拡充され，平成 26 年 1 月 3 日より施行されます。

広島県内における DV 認知件数は上昇傾向に
広島県内におけるＤＶ認知件数は，平成 24（2012）年は 958 件となっており，平成 23（2011）年
から 229 件増加しています。
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資料：広島県警察本部調べ(平成 25(2013)年版広島県の男女共同参画に関する年次報告より抜粋)

困ったときはひとりで悩まず，あきらめず，まず相談してください！
広島県こども家庭センター
広島県こども家庭センターは，児童虐待，DV や児童の発達の状態など，子どもや家庭の問題に対応する
総合的な相談支援機関です。DV 防止法による配偶者暴力相談支援センターとして，女性や DV 被害者に関
する相談に専門の相談員が応じたり，家に帰れない事情のある人の一時保護などをおこなっています。
●東部こども家庭センター

●西部こども家庭センター
広島市南区宇品東 4 丁目 1-26
☎（082）２54－0391
相談時間 月～金 10：15～17：00
(祝日・年末年始を除く)
担当地域：呉市，竹原市，大竹市，東広
島市，廿日市市，安芸高田市，江田島市，
安芸郡，山県郡，豊田郡のうち大崎上島
町※婦人相談所（配偶者暴力相談支援セン
ター）の業務に関しては，広島市も含む

●北部こども家庭センター

福山市瀬戸町山北 291-1

三次市十日市東 4 丁目 6-1

☎（084）951－2372
相談時間 月～金 10：15～17：00
(祝日・年末年始を除く)
担当地域：三原市，尾道市，福山市，
府中市，世羅町，神石高原町

☎（0824）63－5181(内線 2313)
相談時間 月～金 10：15～17：00
(祝日・年末年始を除く)
担当地域：三次市及び庄原市

●休日・夜間電話相談☎（082）２54－0399
相談時間 月～金 17：00～20：00

土・日・祝日 10：00～17：00 (年末年始を除く)

★相談に関するプライバシーは固く守ります。また相談費用は無料です。

エソール広島がおこなっている相談事業のご案内
●一般電話相談
生活上のさまざまな悩みを受
け止め，相談者自らが解決の
方策を見出すよう援助をする
電話相談です。
☎（082）247－1120
受付時間 毎日（水・日・祝日休）
10：00～16：00

(相談に要する経費は一切必要ありません)
●面接相談

●デート DV 相談電話
若年層の間におこる暴力の問
題についての悩みを受け付け
ます。
☎（082）247－1120

受付時間 毎月第１・３土曜日
(祝日休)13：00～16：00

おもに夫婦・家族の問題についての面接相談です。
※面接相談は予約制になりますので，必ず事前にお電
話にて予約してください。
☎（082）247－1120
面接日 毎週金曜日(祝日休)13：00～16：00

★相談を通して当財団が得た個人情報の管理については，十分配慮しております。安心してご相談ください。
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“ワーク・ライフ・バランス”という言葉を耳にしたことはありませんか？
日本では今から約 5 年前の平成 19 年にワーク・ライフ・バランス憲章が策定されました。ワーク・ライフ・バ
ランスとは「仕事と生活の調和」を意味します。
現在，ワーク・ライフ・バランスをテーマにした本や講演会なども各地で行われており，ワーク・ライフ・バラ
ンスという言葉も徐々に浸透してきています。しかし，まだワーク・ライフ・バランスについて“漠然としたイメ
ージはあるけれど，よくわからない”“自分にはあまり関係ないかも”と思われている方もいらっしゃるのではな
いでしょうか？
そこで，今回はワーク・ライフ・バランスについて考えてみたいと思います。
まず，ワーク・ライフ・バランスをどうとらえているか，エソールひろしま大学基礎講座・応用講座受講生にア
ンケートを実施しました。
次項に，女性が多く働いている介護現場でのワーク・ライフ・バランスについて，ワーク・ライフ・バランスに
取り組む企業を紹介します。

わたしにとってのワーク・ライフ・バランスとは？

貴方がイメージするワーク・ライフ・バランスとはどんなもの？
子育てと同じよう

家事を男女で半分

管理職には

に，介護が仕事と両

にすること

両立はむつ
かしいかも

立できること
いまの自分には

会社の中で育児してい

とれてないもの

る人のみ優先されてい
生活がより豊

社会レベルで

るというイメージ

かになること

仕事以外に自分
が使える時間が
きちんとある

取り組む問題

会社の理解が
男女平等な社会

まだ乏しい

女性側 の負 担が
大きい

ワーク・ライフ・バランスを推進するために何が必要だと思いますか？
ワーク・ライ
フ・バランスを
推進する前に
働きたい人に
働ける場が欲
しい

仕事を組織の
中で分け合う
しくみづくり

男性がもっと
家事に参加し
てくれること

相 談 する こと を
恥 と 思わ ない 雰
囲気づくり

家庭・社会・会
社・当事者の意識
がかわること
ワ ークシ ェアリン
グ や短時 間正社員
が もっと 普及する
こと

※エソールひろしま大学基礎講座・応用講座受講生アンケートより抜粋
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男性が育児休業制度
をとるには社会の認
識や会社の規則制度，
もっといえば国の育
休制度を変えること
が必要。特に男性の育
休は収入面で不安

職場・トップに
いる人の意識
が変わらない
と無理

個々の働き方の
意識のためにも
教育が大事だと
思う

女性が多い職場でのワーク・ライフ・バランスについて

新しいワーク・ライフ・バランス
おススメします！
ワークとライフと“ライフワーク”！

介護現場は女性の多い職場ですが，比較的離職率
も高いと言われています。いま，介護現場で働く女
性たちのワーク・ライフ・バランスは一体どうなっ
ているのでしょうか？
現在，
「NPO 法人もちもちの木」生活相談員の伊藤
多喜子さんにご意見を伺いました。

伊藤多喜子さん
（NPO 法人もちもちの木 社会福祉士・心理相談員）

介護現場は女性にとってなぜ離職率が高いと言われるのか
介護職は女性の就業率も高いけれど，離職率も高いと言われています。原因の一つには，人員基準が設けられ
た制限のある職種ということもあげられるのかもしれません。
通常，介護を行う各事業所は，介護保険法により人員基準が設けられています（提供するサービスによって求
められる職員のスタッフ設置が義務付られている）。当法人では有資格者のパートタイム職員でシフトを組んで
いた場合に，なんらかの都合で突発的な休みや辞職になると，管理者や他の正職員がカバーしています。限られ
た人数の中ですから，どうしても正職員の負担が大きくなってしまいます。育児中の女性にとっては仕事との両
立が難しいというのはいなめません。
ただ，それぞれの事業所によって対応は違っていると思いますので，女性にとって働きやすいかどうかの管理
体制はかなり違っているのではないかと思います。

「もちもちの木」でのワーク・ライフ・バランス推進の取り組みについて
私が所属する“NPO 法人もちもちの木”では，ワーク・ライフ・バランス推進の支援として産休・育休の制
度を取り入れています。正職員だけでなくパートタイム職員も利用できます。実際，たくさんのパートタイム職
員が利用されて，いきいきと働いています。

ライフ(生活)を楽しむことによって人間力が高まるということ
いきいきと働く彼女たちに共通しているのが，ライフ（生活）部分の楽しみ方が非常に上手なことです。ライフ
部分の充実は結果的に仕事の質向上へと還元できているのではないかと思うのです。
介護の現場は利用される方にとってはライフの場でもあります。だからこそ，誰が施設に来られても楽しんでも
らえる環境を作らなくてはいけません。そこには人間力が必要となってきます。この人間力はライフの部分の充実
によってつちかわれ，人間的な厚みができていくのだと思います。
事業所自体もこの人間力を高めることを職員だけではなく，地域の住民を巻き込んでいくことにも力を入れてい
ます。現在，子育て中のママたちを対象に月 1～2 回，
“ママの会”などを開催しています。多世代と触れ，子育
てを頑張っているママたちに，もっと多くの出会いときっかけがあればライフの部分の幅が広がり，人間力を高め
ていくきっかけになるのではという思いからです。

これからのワーク・ライフ・バランス推進でのキーワードは“ライフワーク”！
最後に，私自身，
“ライフワーク”というワークとライフの二つの狭間にあるものが必要だと思っています。
生きる使命というか一生かけて自分が社会へ還元していけるような活動を行うことと言えます。
ワーク（仕事）とライフ（生活）だけだとワークが突然なくなったときに自分はキャリアを断絶してもうダメだ
と思いがちです。でも“ライフワーク”があると成長し続けていける自分をもつことができます。
自分自身，音楽を通して社会に役立ちたいとの思いで邦楽の演奏会を企画制作する活動をしています。
それが自分にとっての“ライフワーク”です。ぜひワークとライフだけでなく“ライフワーク”というもう一つ
のキーワードもワーク・ライフ・バランスに追加してほしいと思います。

ワーク・ライフ・バランスについて学びたい方におススメします
（対象：エソールひろしま大学基礎講座・応用講座修了あるいは同等の学習歴・活動実績のある方）
エソールひろしま大学専科は，男女共同参画の視点で社会を見つめなおした
ときに見えてくる課題について，８ヵ月の間に政策提言あるいは実践活動企画
の立案実施をおこないます。
今年 1 月より開講する専科では“仕事と生活のベストバランス”をキーワ
ードに『これからの仕事と生活のベストバランス～生活・経済力・地域力の調和～』
としてワーク・ライフ・バランスについて考え提案する内容になっています。
ご興味がある方，詳しい内容お知りになりたい方は，(公財)広島県男女共同参
画財団までお問合せください。
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企業が取り組む
企業が取り組むワーク・ライフ・バランス
取り組むワーク・ライフ・バランス

企業が取り組むワーク・ライフ・バランスとして，広島県福山市に本部を置く
企業が取り組むワーク・ライフ・バランスとして，広島県福山市に本部を置く㈱ププレひまわりで
広島県福山市に本部を置く㈱ププレひまわりでの
㈱ププレひまわりでの取り組
みを紹介します。㈱ププレひまわりではワーク・ライフ・バランスを支援する“SMAP
みを紹介します。㈱ププレひまわりではワーク・ライフ・バランスを支援する“SMAP（スマイル・ママ・ア
SMAP（スマイル・ママ・ア
クティブ・プロジェクト）”を立ち上げ，立場も所属も違う女性社員が
を立ち上げ，立場も所属も違う女性社員がチームをつくりワーク
立場も所属も違う女性社員がチームをつくりワーク・ライフ・バラ
チームをつくりワーク・ライフ・バラ
ンスを推進しています。
ンスを推進しています。

【インタビュー
インタビュー

梶原相談役に聞いてみました】

Q.SMAP
立ち上げのきっかけは？
，SMAP 立ち上げのきっかけは？
●わが社で最初に産休・育休をとった有能な女性社員が，仕事と育児の両立
を行う中で涙ながらに話す姿を見て，大変につらい思いをしているのを知っ
たことがきっかけです。
「こんな思いで女性に仕事をさせてはいけない！」と思ったのです。
女性社員が 8 割を占めるわが社で，社員たちが出産や育児の両立に悩まずに
働き続けられる会社をつくることを目標に，この SMAP を立ち上げました。

Q.SMAP
SMAP の活動が具体的に社内にどのような影響を与えていますか？
の活動が具体的に社内にどのような影響を与えていますか？
●出産や育児で仕事を諦めずに，継続する社員が増え，女性社員の定着率が
アップしました。仕事を続けたいと思っている女性は，自分が持てる時間内
での仕事の効率の上げ方を常に意識して仕事に取り組んでいますし，非常に
能力が高いですね。だから育休・産休後も店舗側から戦力としてとても期待
されています。
●わが社では，入社して 3 年目くらいの若い独身社員が店長になります。子
育ては経験者がほとんどいないので，子育て中の社員に起こる突発的な休み
などに理解が必要となってきます。だからこそ，SMAP の活動で得た情報を
通じて子育て中の社員をどう管理するか，どう協力体制を組むかを考え，マ
ネジメントする良いきっかけになっています。

Q.今後の
Q.今後の SMAP も含めたワーク・ライフ・バランスの課題は
も含めたワーク・ライフ・バランスの課題はなんでしょう
課題はなんでしょう？
なんでしょう？
●厳しい競争社会の中，当社でも年中無休での営業や店舗時間の延長などにも
取り組まざるを得ません。夜間勤務などを担う社員たちのワーク・ライフ・バ
ランスをどう実現していくかも課題のワークです。
●経営の面からすると，ワーク・ライフ・バランスを実現しようとすると非常
にコストがかりますから，企業側にとって“どのような恩恵をもたらすのか？”
という点が問題になってくるのではないでしょうか。
わが社では，人材育成というところに焦点をあてています。ワーク・ライフ・
バランスを実現させることで，人としての付加価値をつけ，販売力を高め，店
舗集客へつなげるというコストの還元を目指しています。

広告 65ｍｍ×175ｍｍ
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㈱ププレひまわり相談役
梶原啓子さん

★★SMAP
★★SMAP 活動中！★★
活動中！★★
ワークライフバランスを支援す
るために結成されたスマイル・マ
マ・アクティブ・プロジェクトを
推進するチーム。通称 SMAP。
部署も所属も立場も違う女性社
員メンバーが運営している。月 1
回のミーティングを行い，出産・
育児に関する制度や不安を払拭す
るための情報を社内報や社内 HP
などで発信する。
これまで，育児短時間勤務や勤
務地選択制度などを実現させる原
動力となってきた。通常は固定メ
ンバーでの運営だが，年２～3 回
は“考えの固定化を避ける”ため，
人数を 20 名程度集めての“拡大
SMAP”と呼ばれる会を開催する
など，常に進化しつづけている。

事業実施報告

親子料理体験講座

「パパ＆子クッキング講座」（8/4）

講師：沖野恵子さん（管理栄養士，料理研究家）
広島県のクールシェア期間（7/22～9/20）にあわせ，「エソ
ール広島で楽しみながらクールシェア」と題して，パパとお子様
のペアで「パパ＆子クッキング講座」を開催し，8 組が参加され
ました。メニューはケーキ寿司，杏仁豆腐，ワカメとえのきのス
ープでした（※スープレシピは表紙に紹介）
。
調理後は各組にわかれての調理後はみんなで試食会を行いまし
た。試食会ではお子様から“食べられなかった食材が食べれた！”
“お父さんがかっこよかった”などの声もあがり，みんなで美味
しくいただきました。

「～ひねってみよう～」
（8/10）

夏休み陶芸講座

素敵な作品ができました

ケーキ寿司
完成！ケーキ寿司

講師：籐 喜三次さん（陶芸家）
「エソール広島で楽しみながらクールシェア第２弾」として，エ
ソール広島カルチャー陶芸教室さんにご協力いただき，夏休み陶芸
講座～ひねってみよう～を開催しました。クールシェア期間中とい
うことで，親子ペアでのお申込みについては，割引適用も設けまし
た。定員数を越えるお問合せをいただいたため，急きょ２部構座
（13:00～,15:00～）開催となり，47 名が参加されました。
みなさん熱心に先生やボランティアスタッフの方の指導をうけ
て，手びねりでの陶芸を楽しんでいらっしゃいました。

メンタルサポーター養成講座公開講座

「今考える職場のラインケア・セルフケア」（9/8）
講師：大塚泰正さん（広島大学大学院教育学研究科心理学講座准教授）
現在，仕事や人間関係など，不安や悩みからストレスを抱えメン
タルヘルス不調となり，休職や離職となるケースが増加傾向にあり
ます。そこで，
「今考える職場のラインケア・セルフケア」の講座を
9/8(日)に開催致しました。
当初，午後のみ開催予定でしたが，反響が大きく，多数の申込み
をいただき，急きょ，午前も同講座を開催することになりました。
午前・午後あわせて 53 名の方にご参加いただきました。
講義では講師が「セルフケア」と「ラインケア」について歴史的
な背景も含めてわかりやすく話されました。
【受講者の感想】
●大変わかりやすく，職場で実践できる内容であった。
●今の職場のメンタルヘルスに生かしていきたい。
●メンタルヘルス対策の歴史や法制面での意義に関する部分がため
になった。

反響が大きく，急きょ午前・午後開
催となり，５３名出席となりました

エソールひろしま大学応用講座公開講座

「仕事と生活のベストバランスのための３つの力～生活力・経済力・
地域力～」（11/2）
講師：森田ひとみさん（キャリアコンサルタント）
エソールひろしま大学応用講座公開講座「仕事と生活のベストバラ
ンスのための３つの力～生活力・経済力・地域力～」を開催しました。
29 名の方がワーク・ライフ・バランスについて熱心に講師のお話し
に耳を傾けられました。
みなさん熱心に耳を傾けられました。

【受講者の感想】
●生活と経済と地域は繋がっている，いつも同じバランスではなくて
良い。その時に自分にあったバランスをみつけます。
●地域力，コミュニティを広くとらえる事ができました。
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ひろしまけん通信
いきいきパパの育休奨励金をご活用ください！
広島県では，男性の育児休業等（育メン休暇）を取得しやすい職場づくりを応援するため，
育メン休暇取得者のいる中小企業等に対し，１０～３０万円の奨励金を支給しています。
会社にもメリットがあれば，
「育メン休暇を取得したいです！」って言いやすいですよね♪
平成２５年度中に復帰された方の，申請期限は，復帰の日から起算して３か月以内又は
平成２６年３月３１日のいずれか早い日です。お早めに申請してください。
【中小企業等への奨励金支給額】
区 分

１週間以上１か月未満

１か月以上

１人目

２０万円

３０万円

２人目から５人目

１０万円

２０万円

【お問合せ】
広島県 健康福祉局 働く女性応援プロジェクト・チーム 両立支援グループ
住 所：〒７３０－８５１１ 広島市中区基町１０－５２
電 話：０８２－５１３－３４１９（ダイヤルイン）
ＦＡＸ：０８２－５０２－３６７４
E-mail：fuhatajopt@pref.hiroshima.lg.jp
パパの育休奨励金 広島県

しごとプラザ
マザーズひろしま

検索

女性の就職支援 広島県「わーくわくママサポートコーナー」

広島県「わーくわくママサポートコーナー」では，きめ細かい相談対応と情報提供により働きたいママの就職活動
をサポートします。
働きたいママにうれしい３つのサポート
サポート１ 相談コーナー
働く前の悩みや不安をじっくり相談したい，
保育園や子育て支援の情報が知りたいなど，
女性相談員が担当制で就職準備をサポート♪
お子さま連れでも安心！（チャイルドコーナーや授乳室もあります）
※ 希望に応じて，併設のマザーズハローワーク広島で職業紹介を受けることもできます。
サポート２ 就職準備セミナー
～経験豊富な専門家による１日の気軽なセミナー～
⇒ そろそろ働きたい･･･こんな人にオススメ♪
★ 何から始めたらいいか知りたい！
★ 仕事と子育てを両立するコツを知りたい！

サポート３ 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～
⇒ 再就職の準備･･･こんな人にオススメ♪
★ 両立のシミュレーションをしたい！
★ ブランクが不安･･･職場感を取り戻したい！

１月・２月・３月受講生 募集中！ 参加無料・託児無料！
【お問合せ】 広島県「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
広電「立町」電停すぐ南側，
「新生銀行」が入居しているビルです。
※ 「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，子育て世代の女性等の就職を支援します。

７

わーくわくママ 広島県

検索

情報紙エソール ＶＯＬ.
ＶＯＬ.8２
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

エソールひろしま大学とは，一人ひとりが，学校・職場・地域な
ど社会の様々な分野でお互いに協働して男女共同参画社会を実現
できる人材を養成する講座です。
応用講座は地域活動や仕事をしていくうえで求められる基礎的
技術を身につけることができます。

平成 26 年１月 14 日（火
日（火）発行
〒730730-0043

あ

広島市中区富士見町 1111-6
エソール広島内

★職場で…地域で…すぐに役立つ１０の「技」
学んだことが，倍になってかえってくる

ＴＥＬ 082082-242242-5262
ＦＡＸ 082082-240240-5441

ＵＲＬ http://www.essor.or.jp

テーマ：

E-mail essor@essor.or.jp

募集概要
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講 期 間
講 場 所
講 日 時
象
員
募 締 切
講 料
定 通 知
の 他

休業日:
休業日:水曜日・祝日・第３日曜日
平成２６年４月～１１月（計１４回）

月１～２回土曜日開講

相談電話 082082-247247-1120
月・火・木・金・土
月・火・木・金・土

１0：30～15：30

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)
３０人

10 時～16
時～16 時受付
《デートＤＶ相談事業》
相談電話 082082-247247-1120

※定員を超えた場合には抽選とさせていただきます

毎月第 1・3 土曜日
13 時～16
時～16 時受付

平成２６年３月 17 日（月）
10,000 円

《在宅ワーク支援センター》

本人に 3 月中に通知します。

ＴＥＬ 082082-242242-5261

託児をいたします（無料）※１歳～就学前までの幼児が対象

２月開催講座のお知らせ
速 報

《エソール広島相談事業》

エソール広島（広島市中区富士見町１１－６）

月・火・木・金
13 時～17
時～17 時受付

♪お申込みをお待ちしております♪

子育てと仕事を両立する方法が学べます！

!!!

シンポジウム開催決定！

2/8（土）
（土）13：
13：30～
30～ エソール広島にて
「女性を活用できる企業が
強いワケ ～イノベーションを
創 り 出 す 組 織 づ く り へ ～ (仮 )」

『働く女性の応援研修会』開催します！

現在就業中（産育休中を含む）で，現在または
将来，子育てと仕事の両立を考えている女性に
ぜひおススメの講座です♪
参加費無料★無料託児サービス有（要予約）
《講座プログラム》１０:００～17：00

●2/15（土）
/15（土）「ワーキングウーマンのためのキャリアデザイン」

広島大学が女性研究者支援として取り
組んできた実績をもとに，女性の能力開 ●2/22（土）
2/22（土）
発のための環境づくりについて話し合 （午前）
「仕事と子育て両立のための能力開発と時間管理」
仕事と子育て両立のための能力開発と時間管理」
います。企業の研究開発に関わっている
女性のキャリア形成の紹介，県内外の企
業での取組みや，人材育成について，意
見をかわします。
（午後）「職場でのコミュニケーション力アップのための
ロジカル・シンキング」
理系・文系にかかわらず，女性の活躍
師：岡田
恵子さん
講
❤
推進や人材育成に興味のある事業主の
皆さん，人事担当，総務の方々
講

師：河野
師：河野

真理子さん

(㈱キャリアネットワーク会長/㈱キャリアン代表取締役)

講

師：パク・スックチャさん
師：パク・スックチャさん

(アパショナータ，inc.代表ダイバーシティ（多様性）/ワークライ
フバランスコンサルタント))

（タワーズワトソン㈱データ・サーベイ部門ディレクター）

※研修会修了後，個別相談も行っています（要予約）

必見です!
広告 65mm×175ｍｍ
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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）

