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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 6/2５（土）開催！

◇平成２８年度事業がスタート！
◇informatioｎ

★★エソール広島映画祭 6/2５（土）開催！★★
第６８回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門オープニング作品
第３９回日本アカデミー賞優秀主演女優賞受賞

６月２５日（土）
午前の部 10：30～
午後の部 14：00～

ドリアン助川の同名小説「あん」を，世界を舞台に創
作活動を続ける監督・河瀬直美が映画化。生きていく
意味を問いかける，心揺さぶる作品をぜひエソール広
島の大スクリーンでご覧ください。

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プレイガイド
託 児：午前の部のみ(無料・１週間前までに要申込)
共 催：広島県の男女共同参画をすすめる会
★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など
様々な催しも開催します！

(c)映画『あん』製作委員会／ COMME DES CINEMAS／ TWENTY TWENTY VISION／MAM／
ZDF-ARTE

情報紙エソール VOL.90 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

エソール広島
エソール広島

検索
検索

（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。
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，学習の
場や読書など，どなたでもご利
用いただけます。
す。

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

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くださ
い。

◇エソール広島情報センター

男女共同参画の視点を持つ人材を育成します。
・基礎講座（３か月：7 月開講）
・応用講座(5 コース)
地域リーダー養成講座
男性対象講座
新人キャリア研修
中堅社員研修
管理職研修

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。
☎082-247-1120
電話相談
10：00～16：00（水・日・祝日休み）
月・火・木・金・土曜日
面接相談（※要予約）
13：00～16：00
金曜日(祝日休み)
デートＤＶ電話相談
13：00～16：00
第 1・第３土曜日(祝日休み)

◇ＨＰ・メールマガジンでの情報提供
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「エソール」の発行

◇メンタルサポーター養成講座

4 月，7 月，10 月，1 月(年 4 回)発行

相談員の資質向上のための講座です。
・相談業務の基本講座
・基礎コース(6 か月：10 月開講)
・ステップアップ講座（修了生対象）

◇人材情報・団体情報の提供
男女共同参画社会づくりや地域づくりを
テーマに，広島で活躍する人材情報，講
師紹介などを行います。

◇研修受託事業

5月

6月

基礎講座 公開講座

エソールひろしま大学

メンタルサポーター養成講座

広島のこどもたちの今と未
来を考える！哲学カフェ～
待機児童問題とは何か？
5/21（土）※裏面をご覧ください

◇男女共同参画週間行事
毎年 6/23～29（男女共同参画週間）に
さまざまな啓発事業を実施します。

8月

9月

基礎講座「男女共同参画てっぱん講座」
（7 月～9 月）※裏面ご覧ください

◇働く女性の就業継続応援事業
・働く女性応援研修会（無料）
県内 3 会場：広島，三次，福山
・メンター養成セミナー(無料)
県内 2 会場：広島，福山
・メンター・フォローアップ研修会(無料)
(メンター養成セミナー修了者対象)
・出前講座(無料)
県内の企業へ講師を無料で派遣

★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，市民団体等への活
動支援も行います。

10 月

11 月

エソールは 学ぶ 集う 楽しむ あなたの思いを応援します！

12 月

29 年 1 月

相談援助活動の基本の“き”
7/9・16（土）

5/22（日）

※裏面をご覧ください

メンター・フォローアップ 研修会①
6/17（金）（※H27 年度修了者対象）

3月

応用講座「男性対象講座(介護・料理・思春期の子の父)」
（10 月～12 月 ※テーマ別に月１回開催）
応用講座
「中堅社員研修」

応用講座（10 月）)
「新人キャリア研修」

ステップアップ講座
（※修了生対象）

2月

応用講座「地域リーダー養成講座」（ 9 月～1 月：全 10 回）

応用講座
「管理職研修」

基礎コース（10 月～３月）※裏面ご覧ください
公開講座
8/27(土)※裏面をご覧ください

働く女性応援研修会
【広島】7/6・27（水）
【三次】7/7・28（木）

働く女性の就業継続応援事業

県内で行われる“学ぶ”
“働く”等のチャレンジ情
報の収集と提供を行います。また，高校生の皆さ
んが，将来に向けて“働くこと”について考える
ための「高校生向け出前講座」を実施しています。

◇共催事業

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
ご相談に応じています。

7月

◇チャレンジ支援事業

・エソール広島映画祭
6 月 25 日（土）
今年度上映作品 「あん」
・ロビーでのパネル展示

◇デートＤＶ防止の啓発事業

ニーズに合わせ地域や企業での研修の企画，
講師を派遣します。

4月

◇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。

◇エソール広島相談事業

男女共同参画に関する書籍，DVD，新聞，
雑誌等を無料で閲覧・貸し出しできます。

新しい分野へのさまざまなチャレン
ジを応援します。
働く女性の就業継続応援事業や高校
生向け出前講座などを行います。

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。

働く女性応援研修会
【福山】11/18・12/2（金）
【広島】11/19・12/3（土）

第１回メンター養成セミナー
第 2 回メンター養成セミナー
【広島】8/4・25（木）【福山】8/5・26（金） 【広島】11/30（水）・12/15（木）

メンター・フォローアップ 研修会②
12/16（金）（※H27 年度修了者対象）

出前講座 （企業に出向いて講座を開催します（随時） ）

情報センター

）

男女共同参画週間関連本特集（6/23～29）
エソール広島映画祭（6/2５）

その他開催事業

女性に対する暴力をなくす運動週間関連本特集（11/12～25）

女性の健康週間関連本特集（3/1～3/8）

★メルマガ・HP 等で随時最新情報をお届けします！ご確認ください！

高校生向け出前講座

研修受託 （「男女共同参画について」「キャリアデザイン」「コミュニケーション」など主催者のニーズに合わせ企画提案し，講師を派遣します）
★4 月現在の研修事業等を掲載しております。都合により実施時期が変更する場合がございますので，ご了承ください

情報紙エソール ＶＯＬ.90

待機児童問題とは何か？を切り口として広島の待機児童問題もからめながら，この問題の
背景と本質を哲学者の小川先生と一緒に“哲学カフェ”で探っていきます。
※哲学カフェとは…ファシリテーターの進行に添って，参加者自身がテーマについてゆっ
くりお茶を飲みながら，考える場です。

[講師]小川仁志さん（哲学者・山口大学准教授）
[時間]１３：００～１４：３０
[定員]２５名 [受講料]５００円★お飲みものは各自持参ください
[対象]テーマに興味がある県内在住もしくは通勤の方
[託児]無料（対象：１歳～就学前 1 週間前までに要予約）

編集・発行
公益財団法人
広島県男女共同参画財団
平成２８年４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
ホームページ
http://www.essor.or.jp
Ｅ-mail essor@essor.or.jp
休業日:水曜日・祝日・
第３日曜日

人気講座で
す！お申込み
はお早目に♪
相談を受ける側の基本姿勢と対人関係の基礎を，カウンセリングという方法から学ぶ講座
です。1 日目はカウンセリング基礎「聴くこと・共感すること」2 日目は「信頼すること」
について学びます。講師は，日本を代表する心理臨床家で，カウンセリングの指導・普及に
あたられている鑪 幹八郎（たたら みきはちろう）さんです！

[講師]鑪 幹八郎さん（一財）広島カウンセリングスクール理事長・臨床心理士・教育学博士
[時間]１３：３０～１６：３０(両日とも)
[定員]２５名(先着順) [受講料]８，０００円(2 日分)※原則 2 日間受講
[対象]相談業務や対人援助に携わりたいと考えている方
[託児]有料（対象：１歳～就学前・お子様一人に付き一日 1,000 円・7/2(土)までに要予約）

エソール広島情報センター
（エソール広島２F）
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！

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。

時事テーマをはじめとして男女共同参画の基礎的な理解を深めることができる講
座です。今期は 7 月より開講します！（※募集要項は各市町男女共同参画推進担当
窓口・図書館・公民館・区民センターなどに配布します。当財団 HP にてご確認く
ださい。
）
[受講期間]平成２８年 7 月～9 月（7/2・16・8/20・27・9/3・1０★全て土曜日開催）
[時間］１3：0０～１５：３０ [定員]２５名 [受講料]3，０００円
[対象] 県内在住または通勤の方（性別・年齢は問いません）
[託児]無料（対象：１歳～就学前）★募集締切：６月２７日（月）

最新情報は
随時 HP に UP
します！

相談員の基本姿勢を改めて学びなおすとともに，
「聴くこと・共感すること」を演習を通して再学習
し，現場で使える力を身に付けます。
基礎コース開講に先立ち，
[受講期間]平成２８年１０月～平成２９年３月
公開講座開催！
（10/23・11/20・12/11・1/14・1/29・2/26・ 日時：8/2７（土）
10：00～12：00
3/19）（全７回）★1/14 のみ土曜日。他日曜日。
講師：小早川久美子さん
[時間］１０：３０～１５：３０
（※１/14 のみ 10：00～12：00）

[定員]２５名 [受講料]２５，０００円
[対象]相談業務ならびに対人援助に携わっている方
（資格の有無，男女を問いません。
）

[託児]有料（対象：１歳～就学前）
★お子様一人に付き一日 1，000 円

（文教女子大学心理学科教授・
臨床心理士）

受講料：500 円
内 容：対人援助・相談業務
に携わる方のためのストレ
スに関する講座

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。トップページ左側 「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）

