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イベントカレンダー

さいたま

6月

女キャリ

※県内で活動する団体の支援事業です。
申
込みは各団体で受け付けています。詳しく
はホームページでご確認ください。

20 若者のための男女共同参画
ワールド・カフェ

7/4

これからの働き方・暮らし方を
考えよう
萩原なつ子（立教大学大学院21世紀
社会デザイン研究科教授）
対象／10代、20代の高校生以上の方

10:00〜12:00

9/8

14:00〜16:00
中島かおり
（NPO法人ピッコラーレ代表
理事）

10:00〜12:00

コミュニケーションが生きる！
朗読劇に挑戦(仮称)
All Alive Project 埼玉（AAPS）

30 県民のための医療セミナー

9/15

先天異常症候群を
もっと身近に考える
13:30〜16:00

13:30〜15:30

10代から23歳までのLGBTの
ための居場所「にじーず」埼玉
10代から23歳までのLGBTのため
の居場所「にじーず埼玉」

大 橋 博 文（ 埼 玉 県 立 小 児 医 療セン
ター遺伝科科長）他

10/20

28 女性防災フォーラム
男女共同参画と地域防災

〜熊本地震の経験に学ぶ〜（仮）

藤井宥貴子（くまもと県民交流館パレ
ア館長）

10/27

14 県民のための医療セミナー
小児がんセミナー
（仮）

ありのままの私でイキイキ！
ココロとカラダ編(仮称)

埼玉県立小児医療センター医師（予定）

10 DV防止フォーラム

ありのままの私でイキイキ！
イマジネーション編(仮称)

11/9 13:30〜15:30

自分流！人生100年時代の
/
11 23 生き方探し(2回連続)
祝
●

児童虐待とDV（仮）

me life woman 女性起業チーム

時間未定

11/6

8/21

9/18

貸出施設のご利用時間
午前／ 9:30〜12:00
午後／13:00〜17:00
夜間／18:00〜21:00

※利用時間には、準備及び後片づけの時間も含みます。

With You さいたま相談室

048-600-3800

受付時間 月曜〜土曜／10:00〜20:30
（年末年始、祝日、第3木曜日を除く）

埼玉県女性キャリアセンター
電話相談 TEL

048-601-1023

受付時間 月曜〜金曜／10:00〜11:30
12:30〜16:30
面談相談予約
TEL 048-601-5810
女キャリ セミナー受付
受付時間 月曜〜土曜／9:30〜17:30
（年末年始、祝日、第３木曜日を除く）
ハローワーク求人検索・紹介
求人情報の検索 月曜〜土曜／9:30〜17:30

6/29

10/19

さいたま
スーパーアリーナ

女性のための生き方セミナー
離婚を迷う女性対象
いずれも13：00〜14：30

女キャリ

グループ相談会「ママ・カフェ」
自立・就業を目指すシングルマザー等の方
（小学校低学年までのお子様をお持ちの方）対象
いずれも14：45〜16：45

女キャリ

女キャリ マークのあるセミナーは、
埼玉県

女性キャリアセンターへお申込みください。

※イベントカレンダーの日時や内容は変更することがありますので、
ご了承ください。
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11:00〜15:00(詳しくはHPで)
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さいがい・つながりカフェ
県内に避難されている方の交流会

11/16

8/24
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毎月2回 第2・4木曜日

女キャリ

7/27

埼京線

いずれも14：00〜16：00

2019 July

▲携帯サイトでも
利用案内を発信
しています

求人情報の紹介 月曜〜土曜／10:00〜17:00

グループ相談会「しごと準備カフェ」
働きづらさ・生きづらさに悩む自立・就業をめざす
おおむね45歳以下の女性対象

6 With You さいたま

月曜〜土曜／9:30〜21:00
日曜・祝日／9:30〜17:30
休館日／年末年始、第3木曜日

大宮
↑至

10/9

7/10

開館時間

宮
↑至大

通年

6/19

〒330-0081 さいたま市中央区新都心2-2
TEL 048-601-3111
FAX 048-600-3802
URL http://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/

電話・面談相談・セミナー受付

10:00〜12:00

All Alive Project 埼玉（AAPS）

祝
●
時間未定

埼玉県男女共同参画推進センター

電話相談 TEL

10:00〜12:00

All Alive Project 埼玉（AAPS）

13:30〜16:00

11月

自分らしいキャリアをデザイン
「これからの女性の働き方」
株式会社コミュニティネット
「キャリアチャレンジプロジェクト」

〜誰にも言えない 妊娠相談の現場から〜

10月

With You さいたま

肩こり・腰痛解消骨盤
エクササイズ
特定非営利活動法人美えな塾

7/12

With You さいたまでは、講座・講演会に参加さ
れる方を対象に保育サービスを実施しています。
▶6か月以上の未就学児対象
▶先着15名 ▶実費300円
講座申込み時に、
名前と年齢をお申し出ください。

10:00〜12:00

13:30〜16:00

24 性暴力防止セミナー
「にんしん」
にまつわる全てのSOS
に寄り添うために

9月

保育サービスを実施しています

トライアル共催事業

※時間はメニューによって変わります
（詳しくはHPで）

7月

市町村、
男女共同参画関連施設、図書館、公的
施設などに開催日の約1か月前からチラシが配
布される他、With You さいたまホームページに
も掲載します。電話やメールでの問合せも受け
付けています。

７ 11月

26 開講 全12回
働きづらさ・生きづらさを抱えた
女性のためのしごと準備講座
（第1期）
原則水曜日 13:30〜16:30

講座の申込み方法

With You さいたま

ホテルブリランテ武蔵野3・4F
さいたま新都心駅から徒歩５分
北与野駅から徒歩６分
埼玉県マスコット
「コバトン」
「さいたまっち」

Sai-no-kuni

彩の国
埼玉県

