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～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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★★エソール広島映画祭 6/2７（土）開催！★★

母が遺した大きな愛があなたの心を抱きしめる，感動の物語

６月２７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
ガイド
託 児：午前の部のみ(無料・要事前申込)
共 催：広島県の男女共同参画をすすめる会

NHK でドラマ化もされた伊吹有喜の人気小説を映画化。愛する人の死とまっすぐに向き合うこと
で，それぞれが抱えた心の傷を再生していく姿を描いています。ぜひエソール広島の大スクリーン
でご覧ください。
当日 1F ロビーではバザー，２F では乳がん自己検診法体験学習会・ワンコインハンドマッサージ＆カラーセラピーなど
様々な催しも開催しております！

情報紙エソール VOL.86 公益財団法人広島県男女共同参画財団
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・第 3 日曜日・祝日
エソールは 学ぶ 集う 楽しむ あなたの思いを応援します

（公財)広島県男女共同参画財団は男
女共同参画社会の実現をめざした「研
修・情報・相談・交流・チャレンジ支援」
の５部門を柱とする事業を実施してい
ます。今年度は研修事業のラインナップ
をより充実させております。
ぜひご参加をください。

従来の応用講座からより対象と目的を絞った講座にリニューアル。５月開催予定の新人キャ
リア塾（5/21・22）を皮切りに，様々な場面での女性のキャリア支援を目的とした「企業向
け人事労務塾」
，
「女性向け管理職育成塾」を実施予定です。またイクメン・ケアメンなど男性
にとっての男女共同参画講座や地域リーダーの人材養成を目的とした「地域リーダー養成講
座」も開講します。

大人気講座メンタルサポーター養成講座基礎コース１３期が新たに１０月より開講します。それ
に先駆けて相談業務，対人援助活動に携わりたい方のための「相談援助活動の基本の“き”」講
座を開催します。１日目は「聴くこと・共感すること」２日目は「信頼すること」を学びます。
６/２１・２８（13：30～16：30）に開催。受講料８０００円(２回講座)，定員２５名。

今年度新たに仕事と家庭の両立やキャリアアップを目指す女性を応援するため，後輩の指導や悩みを
解決し，良き相談相手，指導者を養成する「メンター養成セミナー」をエソール広島にて（時間：10：
00～16：00）開催。各回２日間の研修で第１回は 7/3・17 (金)，第２回 10/8・29（木）に開
催します。定員は各回とも３０名。受講料無料です。

事 業

名

4月

エソールひろしま大学
基礎講座，応用講座とステップアップ
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。応用講座は
より対象と目的を絞って階層別に設
定したきめ細かいプログラムにリニ
ューアル。

5月
新規
専科

6月

5/21・22
応用講座
新人キャリア塾

（若年層向け）

相談員の資質向上のための講座です。
基礎コースを 10 月より開催。それに
先立ち今期は入門編の新規講座を開
講。また公開講座も開催します。

5月

仕事と家庭の両立を希望する，働く女性た
ちを応援します。時間管理やコミュニケー
ション等について学ぶ研修会，個別相談会
に加え企業ニーズに応じ，出前講座を実施。
7 月より新規にメンター養成セミナーも開
講します。

11 月

12 月
新規
専科

28 年 1 月

2月

3月

2月

3月

応用講座
地域リーダー養成講座
地域リーダとして活動す
るための人材養成講座

育成塾な

7月

働く女性の就業継続応援事業

10 月

新 規 応用講座（※日程未定）
専科 企業向け人事労務塾・女性向け管理職

新規
専科
6/21・6/28
対人援助活動
の基本の“き”
6月

9月

基礎講座
(６回)

新規
専科応用講座
男性向け講座
開催予定

学習発表会（6/20）
5/10
ステップアップ講
座（修了生対象）

4月

8月

専科

専科

メンタルサポーター養成講座

【受託事業】事 業 名

7月

8/8
公開講座

8月

9月

研 修 会【広島・三次】

基礎コース
１０月～３月（８回）

10 月

11 月

12 月

28 年 1 月

研 修 会【福山・東広島】

研 修 会【広島】

企業に出向いて講座を開催します（出前講座）

新規
専科

第１回メンター養成セミナー
7/3・17（金）

第 2 回メンター養成セミナー
10/8・29（木）
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〒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
ホームページアドレス
http://www.essor.or.jp
E-mail essor@essor.or.jp
休業日:水曜日・祝日・第３日曜日

エソール広島情報センター
（エソール広島２F）には男女共同
参画に関する書籍，行政資料，雑
誌，新聞，DVD 等がございます。
ぜひご利用ください！
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。

デート DV についての講師紹介や資料の
紹介，勉強会をする際の講師派遣等のご相
談に応じます。

電話相談 月・火・木・金・土曜日
面接相談（要予約）金曜日

毎月第１・第３土曜日 13：00～16：00
デート DV についての相談を受け付けま
す(相談員直通電話)

様様な分野の先輩たちの具体的な話で，自分の将来に多様な選択肢があることを気づいて
もらうためのセミナーを開催しています。

～広島県からのお知らせ～

●女性活躍とワーク・ライフ・バランス～組織はどう取り組めばよいか～
日 時：６月４日（木） １３：00～1５：00
場 所：エソール広島

開館時間 10 時～18 時
休業日:水曜日・祝日・第３日曜日
≪閲覧・貸出について≫
登録をすればどなたでも貸出可能。
１人２冊まで期間は２週間以内です。

２階 多目的ホール

講 師：脇坂 明さん (学習院大学経済学部教授)
参加費：無料 ※要申込・定員１２０人（先着順）

❤
託 児：無料・要予約（定員１０名）
（１歳から就学前まで）
★詳細は広島県ホームページをご確認ください
URL: http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/42/h270604.html
【申込み・お問合せ】
広島県環境県民局人権男女共同参画課 男女共同参画推進グループ
☎ 082-513-2746 FAX082-513-2746
電子メール kanjindanjo@pref.hiroshima.lg.jp

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）

