
女性リーダー育成講座は、学びと実践、そして出会いの場です。
With You さいたまで1年を通して学んでみませんか？

「講義」で幅広い分野の知識を身につけ、

「参加型の学習」で課題解決に向けた実践力を磨きます。

リーダーとして地域で頑張っている人、これから活動したいと考えている人、

ここで出会い、新たな一歩を一緒に踏み出しましょう。

「女性リーダー育成講座」は、女性が貧困に陥りや
すい現在の社会のあり方を理解し、課題解決に向け
て実践的に取り組む支援者の育成を目的として開
講します。困難な社会情勢が続く今、地域での支援
がますます求められていきます。講座で得た知識やス
キルを生かして、講座修了後は地域のリーダーとして
ご活躍されることを期待しています。

埼玉県男女共同参画推進センター所長
諸角　 文

コロナウィルスへの対応が緊急課題になっています。
こんな時こそ地域で何ができるのかを考えなければ
なりませんし、そのためにも女性リーダーの存在は不
可欠です。この講座ではリーダーに必要な知識とスキ
ルを実践的に学ぶことを目的としています。また、地
域で活躍する修了生とつながることで女性リーダー
のネットワークを広げたいと思います。

女性リーダー育成講座スーパーバイザー
中野 洋恵

公開講座は１回ごとに受講できます。
公開講座の詳細・申込み方法については、各講座個別にホームページ、チラシ等
で別途ご案内いたします。そちらをご覧ください。

講座の最終回に、受講生による課題学習の成果報告を下記のとおり行います。お誘
いあわせのうえ、ご来場ください。
日時：2021年 3月6日（土）13:00～15:00
会場：埼玉県男女共同参画推進センター（With You さいたま）

電話：048-601-3111／FAX：048-600-3802
E-メール：m013111f@pref.saitama.lg.jp With You さいたま 検 索 ☜

埼玉県男女共同参画推進センター
（With You さいたま） 

〒330-0081  さいたま市中央区新都心2-2
ホテルブリランテ武蔵野3.4階

埼玉県マスコット
「コバトン」「さいたまっち」

地域を変えよう！
女性の 　で声

2020年８月22日（土）～2021年3月6日（土）
各回 10：00～16：00
埼玉県男女共同参画推進センター（With You さいたま）セミナー室

女性リーダー育成講座 全 8 回

開催期間 

▲

会　　場 

▲

主催・申込み・問合せ先

公開講座について

成果報告会について

保育
有り

参加
無料

新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、中止または内容が変更になる場合があります。

募集人数

▲

30名（受講申込書到着順）

対　　象

▲

地域活動や社会活動に参画する意欲を持つ女性で、下記の1～3を満たす方。
 1全8回のプログラムに毎回参加できる方。ただし、８割以上の出席で修了と認め、修了証を発行します。
 2修了後も男女共同参画の推進に努めていただき、その後の活動状況等の調査や、修了生のネットワーク
 　形成に積極的に取り組んでいただける方。
 3インターネット環境があり、メール等のやりとりができる方。

受 講 料

▲

無料
申 込 み

▲

受講希望の方は所定の受講申込書に記入のうえ、
 埼玉県男女共同参画推進センター（With You さ
 いたま）まで、電子メール・FAX・郵送でご提出くだ
 さい。受講申込書の到着順に受付をさせていただ
 きます。
 受講申込書は、当センターホームページでダウン
 ロードできます。

保　　育

▲

６か月から小学校3年生までのお子様をお預か
 りします。

 1保育料 ： お子様1人につき300円/回

 2定　員 ： 15名（申込順）

 3保育申込締切 ： 8月14日(金）
 　申込時にお子様の名前（ふりがな）、年齢（月齢）、アレルギーの有無をお知らせください。　

埼玉県では女性の貧困問題の解決に向けた支援事業に取り組んでいます。地域で活動している女性がそれぞれの

フィールドで貧困の連鎖解消等の問題解決に向けた活動を行うことが期待されています。女性の貧困問題やそれを

原因とする子どもの貧困問題等の地域課題を男女共同参画の視点を持って理解し、さらには学ぶだけにとどまらず、

実践できる人材の育成を目的として、「女性リーダー育成講座」を開講いたします。

※お預かりした個人情報は、本講座の運営のためだけに使用し、他の目的で使用することはありません。

募集要項

至
大
宮

至
大
宮

至
赤
羽

JRさいたま新都心駅より　徒歩5分
JR北与野駅より　徒歩6分

埼玉県
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これまで漠然と考えてきたことを改めて
考え直す機会になりました。自分自身の
今までの歩みが間違っていなかったと
思うことができ、これからの方向性に確
信を持てました。受講当初はリーダーに
なることを強く意識していたわけではあ
りませんでしたが、もし私がこのチーム
のリーダーならどうすべきかと深く考え
る機会があり、大変ではありましたがと
ても実りあるものになりました。 （30代）

今まで男女共同参画には興味がありま
せんでした。しかし、この講座を受けて
いく中で、今のままではいけない、日本
女性が世界と比べると物事を決めてい
く決定権を圧倒的に有していないこと
に危機感を覚えるようになりました。現
状を少しでも変えて、子ども達に世界は
自分達の手で変えることができること
を、親の背中を見せることで伝えていき
たいと覚悟が決まりました。  （40代）

毎回の講座では、新たな視点を得るこ
とができ、視野を広げることにつながり、
一見異なって見えるものが繋がってい
ること、または連携できる可能性がある
ことを学びました。これまで何となく問
題意識は持っていましたが声に出せず
発信できなかったこと、行動できなかっ
たことに、どうアプローチしていけばよ
いのか、そのプロセスを学ぶことができ
る貴重な講座だと感じました。  （50代）

視野を広げるため、幅広い分野の講義を実施します。1  講　　　　義
実践的トレーニングを行い、自分の意思をしっかりと相手に伝えるスキルを学びます。また、地域における
「政治参画」・「貧困」・「防災」の3つの課題から１つを選択し、各自で学習を進めてレポートを作成、最後
に公開による成果報告会を行います。

2  参加型の学習

グループワーク、交流会等により、受講生間の結びつきが生まれます。また、これまでの修了生や地域
の女性団体等との交流も行います。3  ネットワークづくり

2019年度「女性リーダー育成講座」修了生の声
（アンケートより一部抜粋）

プログラム講義内容

日時 AM（10：00～12：30） 昼食 PM（13：30～16：00）

第1回 8/22
（土） 開講式 ミニ講義 オリエン

テーション 昼食会  講義①
 女性の貧困

第2回 9/26
（土）  ワーク①　コミュニケーションスキル  講義②

 防災と女性　

第3回 10/17
（土）

 講義③
 男女共同参画基礎講座

 講義④
 多世代ワールドカフェ働き方　 

第4回 11/14
（土）

 講義⑤
 ジェンダー統計

 講義⑥
 男性の抱える問題

第5回 12/12
（土）

 講義⑦ネットワーク
 地域での実践事例を知る
　 （修了生の活動発表）

交流会  グループワーク／課題学習　

第6回 1/16
（土）  ワーク②　自己表現スキル  ワーク③　自己表現スキル　

第7回 2/7
（日）

With You さいたまフェスティバル
ワークショップ参加

 講義⑧
 With You さいたまフェスティバル講演会
 女性の社会参画

第8回 3/6
（土）

 講義⑨社会参画
 身近な実践事例を知る
　 （埼玉県男女共同参画課レクチャー）

成果報告会 修了式
懇親会

女性の働き方や家事・育児などのケア労働の現
状を見ながら、女性が貧困に陥りやすい社会の構
造を知り、そこで起きている問題について学びま
す。課題解決に向けて、取り組むべき事柄につい
て考えます。

①女性の貧困

③男女共同参画基礎講座

たけのぶ      みえこ

竹信 三恵子さん　

跡見学園女子大学准教授
いしざき   ゆうこ

石崎 裕子さん　
みながわ      ますみ

皆川 満寿美さん　

大学の非常勤講師、研究所の研究員を歴任後、平成５年から国立婦人教育会
館事業課研究員、研究国際室長・主任研究員等を経て、平成31年4月より現職。専門分
野は家政学、社会統計学、生涯学習。著書に、『子育ての環境学』（共著）（大修館書店、
2005年）、『男女共同参画統計データブック』（ぎょうせい、2015年）、『国際比較にみる
世界の家族と子育て』（編著）（ミネルヴァ書房、2010年）等。平成20～23年度埼玉県男
女共同参画審議会委員等、埼玉県の審議会委員を務める。平成30年度・令和元年度女性
リーダー育成講座講師・コメンテータ。

「女性リーダー育成講座」が目指す男女共同参
画の視点をもった地域リーダーとは？「女性の政
治参画」を中心として、男女共同参画政策の最新
動向などを学び、これからの地域を支える女性
リーダー像について考えます。

10/17
（土）

11/14
（土）

災害時の多様なニーズを汲み取るために、女性
の視点が求められています。東日本大震災発災
直後から女性支援に動き、現在、地域の女性防
災リーダー育成に取り組む講師から、地域防災と
女性の参画について学びます。

防災フォーラム

②防災と女性

多世代ワールド・カフェ

④働き方

ジャーナリスト・
和光大学名誉教授

宮城学院女子大学
生活環境科学研究所研究員

 あさの       ふみえ

浅野 富美枝さん

男性／女性の働き方の課題をテーマにした講義
を受けた後に参加型のワークショップで、高校
生、大学生などの若者世代と共に、私たちを取り
巻く働き方の課題や展望を話し合います。

9/26
（土）

10/17
（土）

ジェンダー不平等による生きづらさ
を抱えているのは、女性だけではあ
りません。「男らしさの呪縛から解
放」され、自分らしく生きるため、多
様な生き方を認め合うための方策を
男同士の対談を通して考えます。

メンズプロジェクト

⑥男性の抱える問題
11/14
（土）

ライター独立行政法人国立女性教育会館
客員研究員

中央学院大学
現代教養学部准教授

2/7
（日）

 たけだ     さてつ

武田 砂鉄さん　小説家
しらいわ     　げん

白岩　 玄さん　
 なかの     ひろえ

中野 洋恵さん　

国連開発計画（UNDP）でジェンダー平等と女
性のエンパワーメントを担当し、世界各地で女子
教育、女性の雇用・起業支援、政治参加の促進等
を手がけてきた講師から、女性の社会参画の重
要性を学びます。

（特活）
 Gender Action Platform理事

おおさき    あさこ

大崎 麻子さん　
自分の伝えたいことを相手にどう伝えるか。伝え
る内容と同時に、”伝え方”はとても大切な要素で
す。この講座では、声磨き®トレーニングを通し
て、相手に伝わる表現スキルを身に着けます。

㈱ボイスクリエーションシュクル
代表取締役

 さとう        めぐみ

佐藤　 恵さん　

  なかの        ひろえ

中野 洋恵さん

独立行政法人
国立女性教育会館
客員研究員

8/22
（土）

⑤ジェンダー統計

「ジェンダー統計」とは、男女間の意識による偏
り、格差や差別の現状や要因・影響を客観的に把
握するための統計のことです。ジェンダー統計を
使い、地域問題を男女共同参画の視点で読み解
くノウハウを学びます。

ワーク ②・③自己表現スキル ⑧女性の社会参画
With You さいたまフェスティバル講演会1/16

（土）

撮影：小嶋淑子

PROFILE
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