
公開講座講師

申込み・問合せ先 ＭＢＣサンステージ

099-255-6144
メール：event@sunstage.co.jp （件名に「女性のエンパワーメント事業」と入れて下さい。）
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申込みフォーム

申込み：申込フォームまたは必要事項をご記入の上、上記のメール /FAX 宛にお願いいたします。

必要事項

●講師への質問、本セミナーに希望することなどご自由にご記入ください。
●受講を希望するセミナー名（公開講座のみご希望の場合は、希望する講座名をご記入ください。）

●お名前 ●性別 ●年齢 ●ご所属 / 役職 ( セミナー A・B のみ） 

わたし×地方自治 わたし×マネジメント

主催
鹿児島県男女共同参画センター

令和3年度 女性のエンパワーメント事業

受講者募集

受講無料

わたし×マネジメント〜組織運営・経営管理における

女性のエンパワーメントセミナー

わたし×地方自治
〜地方自治を担う女性のエンパワーメントセミナー

vol.5
わたし×働くのこれからをデザインする4DAYS

米国コロンビア大学国際公共政策大学院修了後、国連開発計画（UNDP）に入局。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、女性の教育、雇用・起業、政治参加等のプロジェクトを
手がけた。現在は、グローバル動向と日本の現状を熟知するジェンダー専門家として、国際機関、政
府機関、民間企業、NPO、大学などで幅広く活動中。内閣府「男女共同参画会議　計画実行・監視専

門調査会」委員、同「コロナ下の女性への影響と課題に関する研究会」構成員、30%クラブジャパンオペレーティング
チームメンバー、兵庫県豊岡市ジェンダーアドバイザー等を務める。

特定非営利活動法人Gender Action Platform 理事大崎 麻子 さん

２５年前、日本で最も早くワークライフバランスに着目した、ダイバーシティ、WLB分野の第一人者。ワ
ークライフバランス・ダイバーシティ先進企業950社、海外の150社をのべ4000回、訪問ヒアリング
し、1万社の企業データを分析。

また、コンサルタント、アドバイザーとして、実際にワークライフバランスやダイバーシティに取り組む企業の取組推進
をサポートする一方で、内閣府や厚生労働省をはじめとした官庁や自治体の公職を歴任。これまでワーク・ライフ・バラ
ンス推進エクセレント企業を約100社育成し、のべ6社が内閣府の総理大臣表彰などを受賞している。

渥美 由喜 さん ダイバーシティ＆WLBコンサルタント

中央大学法学部教授/政治学者広岡 守穂 さん
市民の視座から社会のあり方を考察する政治学者。おもな専攻は日本政治思想史だが、現代日本の
社会現象に幅広い関心を持ち、男女共同参画、NPO、子育てなどさまざまな分野で発言している。子
どもたちの成長を描いた「男だって子育て」（1990年、岩波新書）で1991年ベストメン賞を受賞。

男性の育児・介護休業取得促進セミナー

日程：１回目 2022年1月21日(金)午後
       ２回目 2022年２月16日（水）午後

対象：企業等の管理職
       人事労務担当者等

会場：かごしま県民交流センター

講師：渥美由喜氏 ダイバーシティ＆WLBコンサルタント

アドバイザー派遣事業

ジェンダー平等推進や女性活躍につ
いて学びたい県内経済団体や事業
所等に専門家を派遣します。

鹿児島県主催「職場におけるジェンダー平等推進事業」 参加無料

各事業に対するお問い合わせも、上
記、問合せ先にお願いします。

職場における
ジェンダー平等推進フォーラム

日程：2021年11月26日(金)午後
会場：城山ホテル鹿児島
対象：企業等の経営層・管理職
　　 人事担当者等

鹿児島県内企業による取組事例発表も行います
基調講演：矢島洋子氏

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング
女性活躍推進・ダイバーシティマネジメント戦略室長
主席研究員・執行役員

鹿児島県  職場におけるジェンダー平等推進事業詳細は

平日 9:30 ～ 17:30　※土日祝・年末年始休み 099-285-1161電
話

わたし × 社会

明日をひらく 
女性のエンパワーメントセミナー
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●託児利用の有無（利用予定のお子様のお名前・生年月日）

公開
講座Ⅰ

公開
講座Ⅱ

公開
講座Ⅲ



議員・議員を目指す女性、自治体職員の女性、
NPO等地域課題の解決に取り組んでいる女性

「地方自治の基本
　　　　　～地方分権-地方創生の動きを踏まえて～」
桑野 斉 さん 宮崎大学地域資源創成学部長

2021年12月４日(土）10:00－1２:00 オンラインのみ

「地方財政・地域経済について」
林田 吉恵 さん 鹿児島大学法文学部 法経社会学科 教授

2021年12月5日(日）10:00－12:00 オンラインのみ

「ジェンダーの主流化を図る男女共同参画政策について」
たもつ ゆかり さん 男女共同参画政策アドバイザー

2021年12月5日(日）13:30－15:30 オンラインのみ

わたし×地方自治
〜地方自治を担う女性のエンパワーメントセミナー

セミナーA 対面講座は鹿児島市と奄美市で実施します

かごしまの明日をひらく
女性のエンパワーメント

大崎 麻子 さん

11.23  (火・祝）2021年

13:30-15:30
かごしま県民交流センター
３階大研修室２

※リモート講演

会場もオンラインも

※オンライン聴講に必要な機器の用意及び通信料等は聴
講者のご負担になります。

※新型コロナウイルス感染症の状況により全日程がオン
ライン開催に変更になる場合があります。

あり（生後6か月～小２） ※要事前予約

ぞれぞれ３０名

託  児

定  員 セミナーA・B・C

対  象 セミナーA

管理職・役員の女性および、マネジメントにつ
いて学んでみたい女性

セミナーB

セミナーC
自分の“これから”を“働く”ということを切り口
に考えてみたい女性

公開講座はどなたでもご参加いただけます。

定員になり次第
受付終了

わたし×マネジメント〜組織運営・経営管理における

女性のエンパワーメントセミナー

セミナーB

「アサーティブ・コミュニケーション」
髙﨑 恵 さん アサーティブ・トレーナー

私たち女性は、生活や仕事のあらゆる場面に
おいて、自分よりも他者のニーズを優先させ
がちな日常を送っています。

自分の気持ちに正直に向き合い、誠実に言葉
にすることは、対等な人間関係を築く上でと
ても大切です。

自分も他者も大切にできるアサーティブ・コ
ミュニケーションについて学びます。

vol.5
わたし×働くのこれからをデザインする4DAYS

鹿児島県×マルヤガーデンズアカデミー
セミナーC

より良く自分らしくありたいと願うと
き、そこには、一人ひとりの個性と能
力を十分に発揮できる男女共同参画
社会への希望があります。

女性の潜在力の発揮は、「わたし」と
「社会」をつなぎ、一人ひとりと、鹿児
島の未来をひらきます。

わたし × 社会

明日をひらく 
女性のエンパワーメントセミナー

明日へのエール

大崎 麻子 さん

2.26 (土）2022年

13:30-15:30
かごしま県民交流センター
３階大研修室２

※リモート講演

会場もオンラインも

閉
講
式

2022年２月12日(土）10:30 －15:30 会場のみ

マルヤガーデンズ４階ユナイトメントガーデン

これまで２日間の学びを共有した立場のちが
う“わたし”たちで重ねる対話。

「ピア・ダイアログ」
ファシリテート　ピア・スタディング

これまでの学びを振り返りながら、共に学ん
だ仲間のこれまでの経験や知恵の共有を力に
して、“これから”の“わたし”について、
考えられるよう、その場に集う一人ひとりを
大切にしながら語り合います。

2022年2月19日(土）13:30 －16:00 会場のみ
マルヤガーデンズ４階ユナイトメントガーデン

「アサーティブ・コミュニケーション」
髙﨑 恵 さん アサーティブ・トレーナー

マルヤガーデンズ４階ユナイトメントガーデン
2022年1月29日(土）13:00 －15:00 会場のみ

これまで３日間の学びを振り返り、感じたこと、
考えたことについて参加者同士で対話します。

「ピア・ダイアログ」
ファシリテート　ピア・スタディング

2022年1月29日(土）1５:１５ －17:15 会場のみ

マルヤガーデンズ４階ユナイトメントガーデン

2022年2月2日(水）18:20 －19:50 会場もオンラインも

マルヤガーデンズ４階ユナイトメントガーデン

「会計」って難しそう、経理部に任せておけば良
いのでは？••・いえいえ、会計を学ばないままで
いるのは、もったいない！専門知識が必要なとこ
ろもありますが会計の基本は「お金の動きを記録
し、関係者に正しく報告すること」とシンプル。
会計の知識を身に着けることは、暮らしや仕事
の様々な場面でより良い意思決定を可能にして
社会で活躍する助けとなります。楽しく本を読
みながら「会計」への扉を開きましょう。

上川路 美恵野さん 公認会計士・税理士
「読書で学ぶ会計入門」

会社に限らずすべての事業者は経済活動を行っ
ています。その経済活動（お金の動き）を記録
し報告するために決算書を作成します。決算書
にはどのような会計情報が表されているのか、
また、会計情報が経済社会においてどのように
活用されているのかを学びましょう。

上川路 美恵野さん 公認会計士・税理士
「会計税務の基礎知識」

2022年2月9日(水）18:20 －19:50 会場もオンラインも

マルヤガーデンズ４階ユナイトメントガーデン

公開
講座Ⅰ

オンラインのみ

広岡 守穂 さん 中央大学法学部教授

「なぜ、今、地方自治に女性の参画が必要か」

2021年11月28日(日）13:30－15:３0
公開
講座Ⅱ

渥美 由喜さん Div＆WLBコンサルタント

「ダイバーシティ推進の
　　核となる『女性のキャリア支援』
　～アフターコロナで飛躍する企業の秘訣～」

2022年1月20日(木）13:30 －15:３0 会場もオンラインも

サンプラザ天文館７階ホール

公開
講座Ⅲ

公開
講座Ⅰ

公開
講座Ⅱ

公開
講座Ⅲ

オンライン受講：開催３日前まで
にお申込み頂いた方全員。

公開講座 Ⅰ 会場受講もあります
公開講座 Ⅲ 会場受講：30名

奄美市内公共施設（※現在調整中 決定後、受講者にお知らせします）

「アサーティブ・コミュニケーション」

mark MEIZAN　ユーティリティスタジオA・B
鹿児島市会場

奄美市会場

会場のみ髙﨑 恵 さん アサーティブ・トレーナー
2021年12月12日(日）13:00－15:00

202２年1月15日(土）13:00－15:00

「地域経営における協働の理論と実践について」

かごしま県民交流センター３階大研修室２

武隈 晃 さん
鹿児島市会場

奄美市会場

会場のみ鹿児島大学副学長

奄美市役所　５階大会議室

2021年12月18日(土）13:00－15:00

202２年1月22日(土）13:00－15:00

「政策形成演習」

かごしま県民交流センター３階大研修室２

武隈 晃 さん/ たもつ ゆかり さん
鹿児島市会場

奄美市会場 202２年1月22日(土）15:15－18:15
奄美市役所　５階大会議室

会場のみ

2021年12月18日(土）15:15－18:15

「プレゼンテーションー講評・意見交換」「政策形成演習」
武隈 晃 さん/ たもつ ゆかり さん

かごしま県民交流センター３階大研修室２
鹿児島市会場

奄美市会場 202２年1月23日(日）10:00－16:00

会場のみ

奄美市役所　５階大会議室

2021年12月19日(日）10:00－16:00

「メンタースピーチ&ダイアログカフェ」
議員・行政の管理職を務める女性のスピー
チをもとに受講生と重ねる対話。
鹿児島市会場

奄美市会場

会場のみ

mark MEIZAN　ユーティリティスタジオA・B
2021年12月12日(日）15:15－17:15

202２年1月15日(土）15:15－17:15
奄美市内公共施設（※現在調整中 決定後、受講者にお知らせします）

企画：かごしま女性政策研究会 企画：ピア・スタディング 企画：ピア・スタディング


