
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：2023年3月11日（土）11:00～16:00（予定）
会場：With You さいたま（埼玉県男女共同参画推進センター）

電話：048-601-3111／FAX：048-600-3802
E-メール：m013111n@pref.saitama.lg.jp（女性リーダー育成講座専用）

With You さいたま 検 索 ☜

With You さいたま（埼玉県男女共同参画推進センター）
〒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内

地域を変えよう
女性の声で女性の声で女性の声で

女性リーダー育成講座

2022年7月23日（土）～2023年3月11日（土）
全9回  各回10：00～16：30
With You さいたま （埼玉県男女共同参画推進センター）

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

新型コロナウイ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

▲

24名（受講申込書到着順・ただし初めての参加の方を優先します。）

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1～4を満たす方。
 1全9回のプログラムに毎回参加できる方。（8割以上の出席と成果レポートの提出で修了と認め、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、メールでファイルの送受信ができる方。
 4オンラインでの動画の視聴、Web会議利用が可能な方。

受 講 料

▲

無料

申 　 込

▲

受講希望の方は所定の受講申込書に記入のうえ、
 With You さいたま（埼玉県男女共同参画推進
 センター）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し、定員に
 なり次第締め切ります。
 受講申込書は、当センターホームページからダ
 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。
 保育料 ： お子様1人につき300円/回
 保育申込締切 ： 7月15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」を開講します。

※お預かりした個人情報は、本講座の運営目的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

▲携帯サイト ▲Facebook

埼玉県マスコット
「さいたまっち」

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、またスキルトレーニングで表現力を身につけ、
課題学習で地域の課題解決に向けて実践的に学びます。

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。

受 講 生 募 集

保育
有り

定員
24名

参加
無料



課題やレポートの提出は大変な時
もありましたが、その悩みや考えが
自分の成長につながったと思って
います。これからがまたスタートです
ので、子育てを楽しみながら、自己
成長します。メンバー同士で意見交
換ができたのはとてもよかったで
す。 （30代）

受講を終えて、これまでとは世界の
見え方が変わってしまいました。そ
して、その見え方は元には戻りませ
ん。現実を見て苦しくなることもあり
ますが、この場での出会いを力に、
これからも学び続けたいです。

（40代）

社会の制度改革は簡単なことでは
ないですが、ひとつひとつの具体的
な取組の積み重ねによって社会の
基盤改革が進んでいくことを確信
しました。そのひとつの核となる自分
でありたいと思います。とても大きな
収穫のあった貴重な経験でした。

（60代）

地域における「貧困」「政治参画」どちらかの課題を選択し、各自の関心により具体的テーマを設定、調査・学習を
進めて成果レポート（4000字程度）を作成します。最終日には公開による成果報告会を行います。課  題  学  習

視野を広げるため、男女共同参画に関わる幅広い分野の講義を実施します。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。スキルアップ

グループワーク等により、受講生間の結びつきが生まれます。ネットワーク

2021年度修了生の声 （アンケートより一部抜粋）

プログラム講義内容

長引くコロナ禍で女性の貧困問題が顕在化しています。少子高齢化への対応や女性の活躍が求
められる中、私たちが暮らしている足元で何が起きているのか、地域課題の解決は待ったなしで
す。意思決定の場に女性が参画することが不可欠で、そのためには女性リーダーの育成が欠かせ
ません。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。

8/20
（土）

コロナ禍で浮き彫りになった女性の貧困問題。
今回は困難を抱えた若年女性の現状や背景を理
解し、支援活動について考えます。県内の団体
の活動報告も予定しています。

講義①
女性の貧困

男女間の格差の現状や影響を客観的に把握する
ための「ジェンダー統計」によって、地域課題
を男女共同参画の視点で読み解くノウハウを知
ると同時に、男女共同参画の基礎を学びます。

女性の政治参画が進まない要因はどこにあるの
か？男女共同参画政策を研究している講師か
ら、最新動向や課題を学び、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。

講義③
女性の政治参画

10/22
（土）

元一橋大学講師・
日本思春期学会名誉会員

「#みんなの生理」 副代表

スキルアップ①
コミュニケーション

特定非営利活動法人
アサーティブジャパン認定講師

わたなべ　  ゆみ

渡辺 由美さん　

10/22
（土）

立教大学
コミュニティ福祉学部教授

  ゆざわ     なおみ

湯澤 直美さん 他

 むらせ    ゆきひろ

村瀬 幸浩さん　
 しおの     みさと

塩野 美里さん

  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

 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

講義②
男女共同参画基礎講座

8/20
（土）

自分も相手も尊重しながら自分の気持ちや意見
を伝えるためのコミュニケーション「アサー
ティブ」の基本的な理論や方法について、ロー
ルプレイを取り入れながら楽しく学びます。

災害時に女性がどんな影響を受けるのか、過去
の事例やその背景を学びます。また、避難所生
活について具体的にワークを行い、地域での防
災の取組についても考えます。

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。

中央学院大学
現代教養学部准教授

みながわ      ますみ

皆川 満寿美さん

スキルアップ②・③ 
自己表現スキル

講義⑥
女性議員に聞く

株式会社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　

1/14
（土）

講義⑧ With You さいたまフェスティバル講演会
「これからの男の子とおとなたちへ」

性暴力、性差別問題に取り組む弁護士として、母親として、『これからの
男の子たちへ』を著した講師とともに、ジェンダー平等社会へ向けて、
子どもたちとおとなたちへ伝えたいことを一緒に考えます。

弁護士
 おおた     けいこ

太田 啓子さん　

2/5
（日）

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（現国立女性教育会館）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。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・令
和元年度当講座講師、令和2・3年度当講座スーパーバイザー。

PROFILE

日時 AM（10：00～12：30） 休憩 PM（13：30～16：30）

第1回 7/23
（土） 開講式 ミニ講義 オリエン

テーション
 講義①

 女性の貧困

第2回 8/20
（土）

 講義②
 男女共同参画基礎講座　　　　　　　

 講義③
 女性の政治参画　 

第3回 9/24
（土）

 課題学習①  講義④
 災害と女性　 

第4回 10/22
（土）  スキルアップ①　コミュニケーション  講義⑤

 性とからだ

第5回 11/19
（土）

 講義⑥
 女性議員に聞く　　　　　　　

 課題学習②

第6回 12/17
（土）

 講義⑦
 修了生による実践報告　　　　　　　

 課題学習③　中間発表

第7回 1/14
（土）  スキルアップ②　自己表現スキル  スキルアップ③　自己表現スキル

課外 1/21
（土） 課題学習個別指導（希望者） 課題学習個別指導（希望者）

第8回 2/5
（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

第9回 3/11
（土） ミニ講義  課題学習

 成果報告会①
 課題学習

 成果報告会② 修了式11/19
（土）

和光市議会議員

羽生市議会議員

うちやま   けいこ

内山 恵子さん　
さいとう       まきこ

齋藤 万紀子さん

親しい間柄でも語り合うことが難しい性やからだに
ついて、性別、世代を超えて語り合っていただきま
す。いわば「おとなのための性教育」講座です。

当講座修了生の女性議員をお招きします。議員に
なった経緯、具体的な活動内容、目指していることや
苦労していることなどについて直接お話を伺います。

9/24
（土）

7/23
（土）

With You さいたま
事業コーディネータ

 うすい      あつこ

薄井 篤子 他

講義④
災害と女性

講義⑤
性とからだ

非  常  用

埼玉県マスコット
「コバトン」
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