平成元年に県内の女性たちが社会参画活動を行うため人材養成を目的とした「ひろしま女性大学」が誕生しました。

そして，平成１８年に女性限定の学びの場であった「ひろしま女性大学」は男女ともに学ぶことのできる「エソールひ
ろしま大学」へと生まれ変わりました。
現在，「エソールひろしま大学」は「基礎講座」「応用講座」「専科」と段階的に学びを深めていく講座としていました
が，いま急速に移り変わる社会状況の中でさまざまなニーズが生まれています。女性の両立支援や活躍促進もその一つで
す。そのような状況下において今，求められる力や多様な場面で活躍する人材育成に力を入れるために「エソールひろし
ま大学」のリニューアルを行うこととなりました。これまでの，「エソールひろしま大学」について応用講座学習発表会
のレポートなどもご紹介しながら振り返り，今後エソールひろしま大学がどのように様変わりするかをご紹介していきま
す。

１．エソールひろしま大学とは
エソールひろしま大学とは一人ひとりが，家庭，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する人材を養成する講座です。

現在のエソールひろしま大学のしくみ
実践

社会的行動

ノウハウ
知識
認識

①
座学中心の

①基

個人学習が
主です。

術

③

②

①

①

礎

講

座

多角的に物事をとらえ，男女共同参画の基礎的な技術を深める

第４期の基礎講座より 10 月～12 月までのテーマコース，1 月～3 月までの男女共同参画基本コースの２コー
スで開催しています。第 1 期～第 8 期までの修了生数は 387 人。現在，第 9 期の男女共同参画基本コースを開講
しております。これまで行ってきたテーマをご紹介します。
【テーマコース一覧】
第４期

おひとりさま・おふたりさまをどう生きる？

第５期

おひとりさま・おふたりさまの生きる道

第６期

今だからこそ考える“絆”～震災後の今できること・これからできること～

第７期

目からうろこの生活術 知って得する５つの“活”（友活・金活・健活・育活・終活）

第８期

あなたもわたしも１００まで 人生１００年を共に生きる五訓

第９期

現状分析力ＵＰに最適！今そこにある危機 どーなる？日本

②

応

用

講

座

基礎講座で学習した男女共同参画の視点を生かすための基礎的技術の修得

用

講

座

様々な分野における政策・方針決定過程において求められる技術を身に付けることができます。現在第 8 期が
終了し第 1 期からの修了生総数は 206 人。講義への出席だけでなく，８ヵ月間をかけてグループ単位で①テーマ
決め→②学習成果物を作成→③学習発表を行います。
今期応用講座の学習発表会は 11/29 に開催し，4 グループ 17 人が学習成果の発表を行いました。
各グループの発表会の様子をご紹介します。

レポート

11/29

応用講座学習発表会

●Ａグループ…「若い父親・母親を支援するには…」
Ａグループは子育て支援について，各メンバーが
それぞれに関心のあるテーマについて資料を作成し
発表しました。

【発表内容】
●小学生百姓化プロジェクト
●男性の育児参加
●シニアによる育児世代へのサポートについて

Ａグループ発表会資料から抜粋

●Ｂグループ…「あなたを守りたいパート２～ＤＶ加害者について学ぶ」
Ｂグループは昨年度の応用講座受講生グループが発表し
た，ＤＶ被害者支援及び啓発活動を取り上げた「あなたを
守りたい」を引き継いで学びを深めることにしました。被
害をより深く理解し支援するため加害者についての実態を
正しく理解することが必要なことから「ＤＶ加害者」につ
いて学習し発表を行いました。

応用講座で学んだ技の一つＫＰ法（紙芝居プレゼンテーション）
を用いての発表を行いました

●Ｃグループ…「応用講座を受講して得られたもの」
Ｃグループは受講をすすめていくうえで得られたものや，これから向かって
いきたいことについてそれぞれの思いを発表しました。

●Ｄグループ…「少子高齢化社会の中で誰もが生涯に渡ってイキイキと輝き続けるために
～不二子ちゃんのライフ・ステージから考える～」
Ｄグループは，メンバーをモデルとした不二子ち
ゃんという架空の女の子を設定し，彼女のライフス
テージにおいて必要とされる育児支援・キャリア形
成・介護・エンディングなどのテーマで発表を行い
ました。エンディングの部分では，オリジナル作成
のエンディングノートも披露しました。

Ｄグループ発表会資料から抜粋

③専

科

地域活動や政策決定場面での実践力を養成します。

専科は地域活動や政策決定場面での実践力を身に付けるための講座です。
エソールひろしま大学応用講座を修了した女性の方(同等の学習をされた方）を対象としています。
3 ヵ月間の講義後，≪企画実践グループ≫と≪政策提言グループ≫のコースを選択し、受講生自身による講演
会企画・運営を行い，行政等への政策提言発表をおこないます。現在，第 1 期から第 7 期まで計 101 人が修了し
ています。今期が最後となる専科「これからの地域を創る人へ 今そして今からのリーダーに必要な力」講座が
1 月 31 日から開講します（P6 参照）
。

２．これからのエソールひろしま大学について
平成１８年度に開講したエソールひろしま大学ですが，ますます男女共同参画社会で求められる力が多様化し
ていることから，対象と目的を絞ったプログラムが必要とされるようになりました。そこで，平成２７年度のエ
ソールひろしま大学はより対象と目的を絞ったプログラムを実施するため，リニューアルを行うことにいたしま
した。これから大幅なリニューアルを行う応用講座のプログラムについてご紹介します。

平成２７年度から応用講座をより充実！
社会的行動

ノウハウ
知識

対象・目的別の講座プログラムを展開する予定です。乞うご期待！

案
名

称

対

象

目 的
あらゆる分野の女性の参
画拡大
政策決定の場・指導的地
位の女性の増加

①

地域リーダー養成塾
(政策方針決定)

政治家志望
審議会委員志望
地域リーダー志望

②

若者キャリア塾

若年層

若者にとっての男女共同
参画

女性管理職候補

女性の活躍促進による地
域経済の活性化
就業継続・両立支援
管理職・役員の増加

③

④

⑤

女性向け管理職育成塾

企業向け人事労務塾

イクメン・イクボス塾

主なカリキュラム
・巻き込み力
・理論的思考力
・組織力
・問題解決力
・自立意識の醸成
・就業継続
・ライフデザイン・キャリアデザイン
・ワークライフバランス
・就活・婚活のポイント
・マネジメント力(多様性)
・リーダーシップ(新しいリーダー像)
・他業種とのネットワークづくり
・女性管理職のワークライフバランス
・女性活躍促進に向けた取り組み
・セクハラ・パワハラ防止
・組織マネジメント
・労働生産性の向上
・メンタルヘルス

企業の人事労務担当

ワークライフバランスの
推進
働き方の見直し

子育て中・介護中の
男性

男性にとっての男女共同 ・男性同士のネットワークづくり
参画
・男性にとってのワークライフバランス
家事・育児・介護力を養う ・働き方の見直し
・男女の家族経営を考える

エソールひろしま大学リニューアルにあたり，当財団理事長 長尾ひろみからひと言

これからの「エソールひろしま大学」に求められるもの
昨年１２月，第９期基礎講座のテーマ講座
が修了いたしました。わたくしも，受講生の
方々がこの基礎講座を受けての感想をのべら
れる時間に，みなさまの声を聞かせていただ
きました。その中で講座を受けて“楽しかっ
た”という声が多く聞かれました。この“楽
しさ”は“違う世界がみえる楽しさ”である
と私は思います。自分が頑張っている世界と
は別の世界で，それぞれが頑張っていること
が理解できたということではないでしょうか。
しかし，その楽しさから一歩踏み出して，
（公財）広島県男女共同参画財団理事長 長尾ひろみ

今度は自らがリーダーシップをとり，より

良い社会をつくっていこうと思うと，専門性が必要とされてきます。“私はこう思う
んです”
“私はできるんです”と自分だけで言っていてもなかなか通じません。
だからこそ，それぞれが目指す分野でリーダーシップをとるためには，広く教養を
つけ，多角的に物事をみる力を備えたうえで，自分の目的とするスキルや知識をレベ
ルの高いものにしていく必要があります。
今回はこれらのことを踏まえたうえでエソールひろしま大学のリニューアルを行い
ます。特に応用講座を充実させターゲットと目的をしぼったプログラム展開を考えて
おります。
どうぞみなさま基礎講座でしっかり多角的な視点を身に付け，その上で選択を行っ
て，より専門性を深める講座で学びをすすめてください。
今後もエソールひろしま大学をみなさまの生活に役立たせていただければ，幸いです。

笑顔を紡ぐ。暮らしを紡ぐ。人と人を紡ぐ。
女性の「らしさ」が華ひらく

おしごと。

★未経験者の人でも安心。サンキ・ウエルビィ養成講座でしっかり資格取得！★
★産休・育休からの復職率 100％。女性の働きやすさを大切にする会社です★

当財団からのお知らせ

募集締切
平成 27 年 1 月 24 日

これからのリーダーに求め
られる視点，必要なスキル
を身に付ける！

～地域のグルーバル化・高齢化・防災・情報化から考える～
【１月～３月】※男性も参加可能
講義（第１回～第５回）
（1/31・2/7・2/28・3/7・3/28）
午前：10:30～12:00
午後：13:00～14:30
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ ：14:30～15:30

【４月～６月】※女性のみ
実践学習 （第６回～第１２回）
★課題の抽出と整理
★論理の組み立て
★提言内容の学習
★提言発表実践学習

第１２期メンタルサポーター養成講座公開講座

家族の中で起きている暴力

男女
対象

～家族療法から見えてくるもの～

講師：村上雅彦さん（広島ファミリールーム所長・臨床心理士）
カウンセリングで様々な悩みを抱えている子どもたちと接していく中で浮き彫りになる親子・夫婦・家族の問
題。ＤＶや子どもへの虐待など家族の中に潜む暴力も見えてきます。
何を改善すればよいのでしょうか。また，お互いによりよい関係をつくるためには何が必要なのでしょうか。
家族療法の立場からお話しします。ご一緒に考えてみませんか。
※家族療法とは…何か心配なこと，困ったことが起こった場合に，家族の力を最大限に引き出すことによって，
その解決をおこなっていく方法です。

２月２２日（日）10:00～12:00

日 時：平成２７年
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）
対 象：相談業務及び対人援助に携わっている方，テーマに興味がある方
定 員：３０名
★託児あり≪お子さま(１歳～就学時前まで) お一人につき１，０００円
女性の健康週間 開催事業

要予約 2/14 まで≫

「わたしにやさしいお薬講座」

女性
対象

～お話内容～
●日時 平成 27 年 2 月 22 日(日)
13：00～14：30
●場所 エソール広島２Ｆ
活動交流支援センター
●お話 松村智子さん
（広島県女性薬剤師会 会長）
●共催 広島県女性薬剤師会

・お薬手帳の意味って何？そして活用法を伝授
・知っているようで案外知らない正しい薬の飲み方 etc…
・子どもの市販薬について知っておきたいこと
・生活習慣の重要性について
①思春期までの子どもを持つ親御さんのために
②糖尿病・高血圧・骨粗しょう症・高コレステロールを防ごう！
・ホームファーマシーをつくろう！

★上記３講座については詳しい内容を当財団ホームページ（ＵＲＬ http://www.essor.or.jp）
に掲載しております。お問合せもお気軽にどうぞ。

ひろしまけん通信
子育てママ注目スポット！「わーくわくママサポートコーナー」
広島県の子育てママ注目です！！！広島県「わーくわくママサポートコーナー」では，子育てママ（女性）の
「働きたい！」を応援し，ママ（女性）の踏み出す一歩♪（就職活動）を全面サポート
しています。もちろん，利用も相談もすべて無料！たくさんの方のご利用をお待ちして
います♪
サポート１☆ 「相談」常駐の女性相談員があなたの悩みをマンツーマンで一緒に解決！
☆ コーナーでの相談は予約優先！予約していただければ，待ち時間なしで相談できます。
☆「仕事と子育てを両立できる？」
「長期のブランク大丈夫かな？」
「子どもの預け先どうしよう…」等，働く前
の悩みや不安，何でも気軽に相談できます。
また，希望に応じて併設のハローワーク等で職業紹介を受けることができます！
☆ 平成２６年６月から県内各地で出張相談も始めています！
☆ 施設利用される方は，フロア内のチャイルドコーナーや授乳室を利用できるので安心！
サポート２☆ 「就職準備セミナー」を県内各所で毎月１回開催中！（参加費・託児料無料。要予約）
～経験豊富な専門家による１日の気軽なセミナー～
☆ママの再就職応援セミナー …仕事と子育てを両立をするための心構えや時短テクニックを伝授！
子どもの成長を考えながら未来をイラストでデザイン♪
☆親業セミナー
…仕事を始めたら，ママと子どもや家族のコミュニケ―ションは不足しない？
育児・仕事を楽しむコツ！
限られた時間で笑顔で仕事と子育てができる方法をアドバイスします！
※人気セミナーです！スケジュールは広島県のＨＰでご確認ください！

わーくわくママ 広島県

検索

サポート３☆ 「職場体験プログラム」を広島市中区で毎月開催！（参加費・託児料無料・事前面談要）
～３日間の事前研修と２日間のインターンシップ～
☆「ブランクが不安」
，
「仕事と家事の両立プレ体験」
，
「気になる業種の職場の雰囲気を知りたい」など，
“働く自分”
をイメージすることができます。インターンシップ先は相談コーナーで希望を聞きながら決定しますよ♪
インターンシップ期間中は１日１,５００円の助成金がもらえますよ！まずはお気軽にお問合せを！！
【お問合せ】 広島県「わーくわくママサポートコーナーひろしま」 【電話】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
※平成２７年１月２８日（水）福山市東桜町２１－１エストパルク１階に，
「わーくわくママサポートコーナー
ふくやま」を常設オープン！東部地域にお住いの皆さんにも便利になりますよ♪

いきいきパパの育休奨励金をご存知ですか？
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♪
【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人目まで

１０万円

２０万円

ルイン）

【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
電 話：０８２－５１３－３４１９（ダイヤ
住 所：〒７３０－８５１１ 広島市中区基町１０－５２
電 話：０８２－５１３－３４１９（ダイヤルイン）
パパの育休奨励金 広島
県

検索

情報紙エソール ＶＯＬ.8５
編集・発行
公益財団法人
広島県男女共同参画財団

当財団の重点事業として女性の活躍を推進していくため，様々な研修会
を開催しております。男女にとって働きやすい環境づくりについて学んで
みませんか。当財団へお問合せください。

平成２7 年 1 月１５日（木）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》
相談電話 082-247-1120
月・火・木・金・土
10 時～16 時受付

企業人事
担当者に
超オススメ！

受講料
無料！

「先進事例ノウハウ導入手引書の活用について」

《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

・広島会場(エソール広島) ：平成 27 年 1 月 21 日（水）13：00～16：00
・福山会場(広島県福山庁舎)：平成 27 年 1 月 22 日（木）13：00～16：00

子育てと仕事を両立する方法が学べる人気講座。現在就業中（育休含む）の方で
現在または将来子育てと仕事の両立を考えている方にオススメです。2 日間の講座
となっております。ご参加を待ちしております。
※参加費無料
※無料託児
あり

■平成 27 年 2 月 17 日（火）10：00～17：00
(午前) 講義：
「仕事が 10 倍楽しくなるコツ」
(講師) 樫野孝人さん（㈱ＣＡＰ代表取締役社長）
(午後) 講義：「一生モノの「働く力」を磨く！キャリアデザイン」
(講師)河野真理子さん （㈱キャリアネットワーク講師）

※個別相談あり
要予約

❤

■平成 27 年 2 月 24 日（火）10：00～17：00
(午前) 講義：
「働き続けるための時間管理術」
(講師)パク・スックチャさん（アパショナータ,Ｉｎｃ代表）
(午後) 講義：「聞く力＆伝え方」のテクニックで，コミュニケーション力
アップ～Ｗｉｎ-Ｗｉｎコミュニケーションで切り開く～」
(講師)大塚晴美さん（㈱キャリアネットワーク人材開発コンサルタント）

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）

