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題字は（公財）いしかわ女性基金会長　谷本正憲

上から
・女性センターフェスティバルの様子
・アートギャラリーの展示の様子
・煌めく☆あすなろ塾（第３回）の様子
・女性団体・グループとの協働事業の様子



　今年度のフェスティバルは、令和３年10月２日（土）、「～Let’s トモ活～男女がトモ
（共）に活躍するために」をテーマに、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を徹底し
開催しました。
　ホールでは、午前の部として谷本正憲
会長（石川県知事）から、新たな分野や
地域活動等において主導的・先駆的な
取り組みにチャレンジしている県内在住
の個人や団体・グループに対し「いしか
わ女性のチャレンジ賞」の表彰を行い、

引き続き、特別講演「家族がチームになり、家庭力がアップする 家と
家族と自分の環境の作り方」と題して、株式会社Homeport代表取締役・お片づけ習慣化コンサルタント西﨑彩智氏
にお話いただきました。
　午後の部では、民舞、リズムダンス、フラダンスの３つのサークルによる発表、続いて映画「大コメ騒動」の上映を行
いました。
　館内では、物品販売（草木染作品・農産物・手作りジャム等）、サークルの作品展示（洋裁、書道、フラワーアレンジメ
ント等）、「親子で縁日体験」などを行いました。

＝参加者の声＝
・体操前は動くことが面倒に感じていましたが、体操後は心も体もすっきりしました。
・「続けることが大切」「続けることは学ぶこと」の言葉が心に残っています。
・発表者の皆さんの積極性と行動力、それを形にしていくすばらしさに感動しました。

　令和４年３月５日（土）、能登空港ターミナルビルにて、様々な分野で活躍する女性の
取り組みを紹介し女性の社会参画への意識を高めるため、「女性チャレンジフォーラムin
能登」を開催しました。昨年に引き続き、会場とオンラインで参加いただきました。
　前半は寒さやコロナで縮こまった身体を伸ばしたい！をテーマに、講師に健康運動指
導士　元橋美津子氏をお招きし、「身体とこころは繋がっている～体が強くなるとこころ
も強くなる～」と題して、講演いただきました。
　また、実際に参加者全員で身体を動かす運
動指導もあり、仕事の休憩時間等にできるリ
ラックス体操、立つ、歩く、姿勢を維持するため

の筋肉を作る運動のポイントなども紹介いただきました。
　講演に引き続き、地域で活躍する女性の取り組みを学び、交流やネットワーク
拡大の機会となるように、いしかわ女性のチャレンジ賞受賞者によるチャレンジ
トーク「輝け　わたし！」に
て、受賞された６名による
活動発表が会場とオンライ
ンで行われ、これまでの活
動や今後の抱負などをお話
しいただきました。

２ YELL TO THE WOMEN OF ISHIKAWA SPRING・2022

サークル発表（リズムダンス） 物品販売の様子 作品展示（洋裁・手編み）

女性センターフェスティバル 2021 開催報告女性センターフェスティバル 2021 開催報告
共催：（公財）いしかわ女性基金・
　　  石川県女性センター内のすべての機関・団体

交流促進事業 女性チャレンジフォーラムin 能登 開催報告女性チャレンジフォーラムin 能登 開催報告
主催：（公財）いしかわ女性基金

交流促進事業
情報収集・提供事業

講師　西﨑 彩智 氏 講師　元橋 美津子 氏
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図書情報室からのお知らせ

＜利用案内＞
◆場　　所　石川県女性センター１Ｆ
◆利用時間　月～土曜日　１０～１５時
◆休  室  日　日・祝日・旧盆（8/13～8/15）   年末年始（12/29～1/3）

・どなたでもご利用できます。（男女問いません）
・貸出資格は県内在住・在勤・在学の方に限ります。
・貸出は1人３冊、３週間以内（ＤＶＤ等含む）
・利用時間外の返却は、月～金１７時までは県女性センター事務室へ、１７時以降２１時までは警備員室、総合案内所までお願いします。

～女性の視点から見る図書・DVD等を提供しています～
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/jyoseicenter/library/index.html

●ノマドランド 2020年 108分
●お料理帖／息子に遺す記憶のレシピ 2018年 104分
●長いお別れ 2019年 127分
●ノッティングヒルの洋菓子店 2020年 98分

●姉の島 村田喜代子 著 朝日新聞出版
●砂に埋もれる犬 桐野　夏生 著 朝日新聞出版
●貝に続く場所にて 石沢　麻依 著 講談社
●自転しながら公転する 山本　文緒 著 新潮社　　　

新着DVD新着BooKの一
例 ※ほかにも多数あります

今年度受賞者の皆さん

チャレンジトーク発表者の皆さんチャレンジトーク発表者の皆さん

リラックス体操の様子

清水 奈津美 さん

障がい児をもつ家族など孤立しがち
な子育て家庭を支援。

【能美市】
（のみ♡子育てネットワーク」代表）

髙野 明美 さん

長年地域の防災訓練等の指導や各
種防災教室の講師として活躍。

【小松市】
（小松防災士の会副会長）

西田 恭子 さん

生ごみのたい肥化の普及やらっきょ
う栽培とその加工品の開発、特産化
に取り組む。

【内灘町】
（「おいＣまち内灘」代表）

ヒクマ・バルベイド さん

地 域で暮らす外国人の生活を支援
し、県内在住の外国人と日本人との
交流に尽力。

【金沢市】
（町会言語サポーター）

金沢子どもスタディサポート

県内在住外国につながる子どもに日
本の学校への適応と進学準備など
学習を支援。

【金沢市】
（会長 深澤のぞみさん）

グループ てけてけプー

音とリズム遊びを通して親子が向き
合い、子どもの健全な成長や良好な
親子関係の構築に貢献。

【金沢市】
（代表 下川紀美子さん）
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　地域の課題解決や組織の目標達成に必要な実践的トレーニングと受講者同士の学び合い
により女性がリーダーシップを発揮できる力を身につけることを目的として、全４回の日程（期
間：令和３年10月23日（土）～12月18日（土））で開催しました。　
　講師に宮永満祐美氏（株式会社office CanDo 代表取締役）をお迎えし、「プレゼンテー
ション能力を磨く！」をテーマに、第１回「意見を持つこと・伝えること・聴くこと」、第２回「会
議・ミーティングでの意見表明」、第３・４回「集団を対象にプレゼンする」と題しスキルやテ
クニックを学びました。

　令和３年１１月１５日（月）、起業に興味がある、あるいは起業して間も
ない女性を対象とした「女性起業家交流研修会」をオンラインで開催し
ました。
　第１部では「ミニセミナー」として、起業計画時のアドバイスやウェブ・
ＳＮＳで消費者にアピールする方法などを、（公財）石川県産業創出支援
機構・石川県よろず支援拠点コーディネーターのつぐまたかこ氏にお話
しをいただきました。
　第２部では３人の先輩起業家による具体的な起業体験談・ＳＮＳ等の

活用方法などのトークセッションを行いました。その後、少人数のグループに分かれて、先輩起業家に質問したり、アドバ
イスを受けたりしながら、参加者がお互いに情報交換を行う有意義な交流研修会となりました。

＝参加者の声＝　
・プレゼンの基本を知り練習になり、毎回楽しく学べました。
・内容が具体的でわかりやすく、プレゼン後のアドバイスが的

確で勉強になりました。
・会議はもちろん、家庭、社会でのコミュニケーション力UPに

活かしていきます。

４ YELL TO THE WOMEN OF ISHIKAWA SPRING・2022

女性町活ゼミナール  開催報告女性町活ゼミナール  開催報告地域版女性人材育成プログラム地域版女性人材育成プログラム
研修・講座事業

主催：（公財）いしかわ女性基金

女性起業家交流研修会　開催報告女性起業家交流研修会　開催報告研修・講座事業

主催：（公財）いしかわ女性基金

講師　宮永 満祐美  氏
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＝参加者の声＝　
・ママになってから起業している人が多くて勇気づけられま

した。
・皆さんの生の声を聞くことができ、熱意に感動しました。
・少人数での話し合いが良かったので、もっと時間が欲し

かった。

研修の様子：金魚鉢会議（※）

※二重の円陣を作り、中側のグループの話合いを外側は聞き、その後意見交換を行う会議方法

講師　つぐま たかこ 氏

企業における女性活躍推進セミナー

組織も個人も成長するための女性活躍推進

　令和３年１０月１３日（水）、「企業における女性活躍推進セミナー」において、株式会社佐々木常夫マネージメント・
リサーチ 代表　佐々木  常夫さんにご講演いただきました。講演の概要をご紹介します。　　 

【プロフィール】
1969年東レ㈱入社。2001年東レ㈱取締役。
2003年㈱東レ経営研究所社長。2010年㈱
佐々木常夫マネージメント・リサーチ代表。
経営者育成のプログラム講師を勤めるほか、
社外業務として内閣府の男女共同参画会議
議員、大阪大学客員教授などの公職を歴任。
著作に『ビッグツリー』（WAVE出版）等。

佐々木 常夫さん
株式会社佐々木常夫マネージメント・リサーチ
代表

主催：石川県、石川労働局

●タイムマネジメントは
　ビジネスパーソンの基本
　育児や介護、自分の趣味や自己啓
発の時間など、誰もが仕事と私生活
を充実させることを求めています。に
もかかわらず、それが出来ない最大の
障害は、長時間労働と非効率労働が
要因です。仕事の成果と長時間労働
は、必ずしも関係はありません。仕事
と私生活を両立するためには働き方改
革が必要となってきます。
　働き方改革とは、個人も組織もとも
に成長するためのものですが、大切な
ことはタイムマネジメントをしっかりと
することです。タイムマネジメントとは、

「最も大事なことは何かを正しく掴む
こと」であり、「時間の管理ではなく
仕事の管理」だということに注意が必
要です。
　タイムマネジメントでは、計画・効率・
時間を増やすことが大切です。例え
ば、戦略的な計画立案を行うことで、
仕事は半分になります。
　そして、より良いタイムマネジメント
を実現するためには会社が変わる必要
がありますが、それにはトップの強い
意志と行動、それに現場を変えるため
の制度が必要です。ただし、制度を
作ったとしても風土がなければ誰も利
用しません。「制度より風土、風土よ
り上司」です。

●ダイバーシティを経営の武器に
　ダイバーシティが求められる背景と
して、環境面と経営面の２つがありま
す。環境面では、グローバル化への
対応とマーケットの半分を占める女性
目線での開発や営業といった潜在内
需の掘り起こしが必要です。そして、

より重要な経営面では、多様な個性や
能力を認めることで、その人の良さや
強さを引き出すこと、組織を構成する
全ての人の力を最大限発揮させ、組織
強化を図ることが求められています。
これについては、「男女共同参画の目
指す社会」に通じる考え方でもありま
す。
　ダイバーシティを推進することで、
２つのメリットがあります。１つ目は、
斜めドラム洗濯機やノンアルコール
ビール、チャイルドシートといった女
性目線での開発によるヒット商品を生
み出すプロダクトイノベーションが起
きること、２つ目は、今まで反映され
てこなかった女性の意見を反映するこ
とで、組織改革、経営改革がもたらさ
れるプロセスイノベーションが起きるこ
とです。
　また、ダイバーシティとは、多様性
を認めること、つまり多様な人材が集
まっている状況です。それを組織に活
かせるかどうか、多様な人材が集まり、
機能している状態にするには、自分の
人生観や仕事のやり方など個人として
自分のブランドを確立することが必要
です。

●これからの管理職について
　テレワークの進展等により働き方が
大きく変わっている昨今、管理職に期
待される役割も変わってきています。
必要とされる管理職というのは、その
組織の成果を上げることはもちろんの
こと、社員が生き生きと働くためのサ
ポート、エンゲージメントアップが重
要な仕事となっています。また、広い
視点で有効なビジネス活動にシフトし
ていき、従来のやり方を変えて新たな

ビジネスモデルを自分で創造していく
こと。この２つがこれからの管理職に
求められています。

●女性活躍について
　なぜ女性が活躍できないかという
と、男性中心の長い歴史があるほか、
アンコンシャス・バイアス（無意識の
偏見）により、仕事上、男性を優位
に扱う傾向があるからです。性別や家
柄、学歴で判断するのは根拠のない
偏見です。
　それから、女性には「内なる壁」が
存在します。例えば、女性は自分に
対する期待を低めに設定しがちです。
　私は、「女神の前髪を掴め」と言っ
ていますが、これからの時代を作って
いくためにも、女性には志を高く持っ
て、管理職などにもチャンスがあれば
ぜひチャレンジして欲しいです。それ
が次の世代に繋がるだけでなく、生活
に結びつき、自分の幸せになります。

オンライン研修の様子



　地域の課題解決や組織の目標達成に必要な実践的トレーニングと受講者同士の学び合い
により女性がリーダーシップを発揮できる力を身につけることを目的として、全４回の日程（期
間：令和３年10月23日（土）～12月18日（土））で開催しました。　
　講師に宮永満祐美氏（株式会社office CanDo 代表取締役）をお迎えし、「プレゼンテー
ション能力を磨く！」をテーマに、第１回「意見を持つこと・伝えること・聴くこと」、第２回「会
議・ミーティングでの意見表明」、第３・４回「集団を対象にプレゼンする」と題しスキルやテ
クニックを学びました。

　令和３年１１月１５日（月）、起業に興味がある、あるいは起業して間も
ない女性を対象とした「女性起業家交流研修会」をオンラインで開催し
ました。
　第１部では「ミニセミナー」として、起業計画時のアドバイスやウェブ・
ＳＮＳで消費者にアピールする方法などを、（公財）石川県産業創出支援
機構・石川県よろず支援拠点コーディネーターのつぐまたかこ氏にお話
しをいただきました。
　第２部では３人の先輩起業家による具体的な起業体験談・ＳＮＳ等の

活用方法などのトークセッションを行いました。その後、少人数のグループに分かれて、先輩起業家に質問したり、アドバ
イスを受けたりしながら、参加者がお互いに情報交換を行う有意義な交流研修会となりました。

＝参加者の声＝　
・プレゼンの基本を知り練習になり、毎回楽しく学べました。
・内容が具体的でわかりやすく、プレゼン後のアドバイスが的

確で勉強になりました。
・会議はもちろん、家庭、社会でのコミュニケーション力UPに

活かしていきます。

４ YELL TO THE WOMEN OF ISHIKAWA SPRING・2022

女性町活ゼミナール  開催報告女性町活ゼミナール  開催報告地域版女性人材育成プログラム地域版女性人材育成プログラム
研修・講座事業

主催：（公財）いしかわ女性基金

女性起業家交流研修会　開催報告女性起業家交流研修会　開催報告研修・講座事業

主催：（公財）いしかわ女性基金

講師　宮永 満祐美  氏

５YELL TO THE WOMEN OF ISHIKAWA SPRING・2022

＝参加者の声＝　
・ママになってから起業している人が多くて勇気づけられま

した。
・皆さんの生の声を聞くことができ、熱意に感動しました。
・少人数での話し合いが良かったので、もっと時間が欲し

かった。

研修の様子：金魚鉢会議（※）

※二重の円陣を作り、中側のグループの話合いを外側は聞き、その後意見交換を行う会議方法

講師　つぐま たかこ 氏

企業における女性活躍推進セミナー

組織も個人も成長するための女性活躍推進

　令和３年１０月１３日（水）、「企業における女性活躍推進セミナー」において、株式会社佐々木常夫マネージメント・
リサーチ 代表　佐々木  常夫さんにご講演いただきました。講演の概要をご紹介します。　　 

【プロフィール】
1969年東レ㈱入社。2001年東レ㈱取締役。
2003年㈱東レ経営研究所社長。2010年㈱
佐々木常夫マネージメント・リサーチ代表。
経営者育成のプログラム講師を勤めるほか、
社外業務として内閣府の男女共同参画会議
議員、大阪大学客員教授などの公職を歴任。
著作に『ビッグツリー』（WAVE出版）等。

佐々木 常夫さん
株式会社佐々木常夫マネージメント・リサーチ
代表

主催：石川県、石川労働局

●タイムマネジメントは
　ビジネスパーソンの基本
　育児や介護、自分の趣味や自己啓
発の時間など、誰もが仕事と私生活
を充実させることを求めています。に
もかかわらず、それが出来ない最大の
障害は、長時間労働と非効率労働が
要因です。仕事の成果と長時間労働
は、必ずしも関係はありません。仕事
と私生活を両立するためには働き方改
革が必要となってきます。
　働き方改革とは、個人も組織もとも
に成長するためのものですが、大切な
ことはタイムマネジメントをしっかりと
することです。タイムマネジメントとは、

「最も大事なことは何かを正しく掴む
こと」であり、「時間の管理ではなく
仕事の管理」だということに注意が必
要です。
　タイムマネジメントでは、計画・効率・
時間を増やすことが大切です。例え
ば、戦略的な計画立案を行うことで、
仕事は半分になります。
　そして、より良いタイムマネジメント
を実現するためには会社が変わる必要
がありますが、それにはトップの強い
意志と行動、それに現場を変えるため
の制度が必要です。ただし、制度を
作ったとしても風土がなければ誰も利
用しません。「制度より風土、風土よ
り上司」です。

●ダイバーシティを経営の武器に
　ダイバーシティが求められる背景と
して、環境面と経営面の２つがありま
す。環境面では、グローバル化への
対応とマーケットの半分を占める女性
目線での開発や営業といった潜在内
需の掘り起こしが必要です。そして、

より重要な経営面では、多様な個性や
能力を認めることで、その人の良さや
強さを引き出すこと、組織を構成する
全ての人の力を最大限発揮させ、組織
強化を図ることが求められています。
これについては、「男女共同参画の目
指す社会」に通じる考え方でもありま
す。
　ダイバーシティを推進することで、
２つのメリットがあります。１つ目は、
斜めドラム洗濯機やノンアルコール
ビール、チャイルドシートといった女
性目線での開発によるヒット商品を生
み出すプロダクトイノベーションが起
きること、２つ目は、今まで反映され
てこなかった女性の意見を反映するこ
とで、組織改革、経営改革がもたらさ
れるプロセスイノベーションが起きるこ
とです。
　また、ダイバーシティとは、多様性
を認めること、つまり多様な人材が集
まっている状況です。それを組織に活
かせるかどうか、多様な人材が集まり、
機能している状態にするには、自分の
人生観や仕事のやり方など個人として
自分のブランドを確立することが必要
です。

●これからの管理職について
　テレワークの進展等により働き方が
大きく変わっている昨今、管理職に期
待される役割も変わってきています。
必要とされる管理職というのは、その
組織の成果を上げることはもちろんの
こと、社員が生き生きと働くためのサ
ポート、エンゲージメントアップが重
要な仕事となっています。また、広い
視点で有効なビジネス活動にシフトし
ていき、従来のやり方を変えて新たな

ビジネスモデルを自分で創造していく
こと。この２つがこれからの管理職に
求められています。

●女性活躍について
　なぜ女性が活躍できないかという
と、男性中心の長い歴史があるほか、
アンコンシャス・バイアス（無意識の
偏見）により、仕事上、男性を優位
に扱う傾向があるからです。性別や家
柄、学歴で判断するのは根拠のない
偏見です。
　それから、女性には「内なる壁」が
存在します。例えば、女性は自分に
対する期待を低めに設定しがちです。
　私は、「女神の前髪を掴め」と言っ
ていますが、これからの時代を作って
いくためにも、女性には志を高く持っ
て、管理職などにもチャンスがあれば
ぜひチャレンジして欲しいです。それ
が次の世代に繋がるだけでなく、生活
に結びつき、自分の幸せになります。

オンライン研修の様子



　令和４年２月１９日（土）に、企業における女性の活躍推進のため、女性のキャリ
ア形成やネットワーク構築を目的とした「『企業に活かせ女性力』講演会・取組発表
会」をオンラインで開催しました。
　前半は、株 式 会 社アイ・オー・データ機 器 管 理 本 部 経営 管 理 部 総 務 課 長
坂本友紀氏に「女性活躍推進トライアルケースの“現在地”～躓きも思わぬ発見も、
オープンにします～」と題し講演いただきました。
　若手女性社員への研修に取り組んだ経緯やその研修を実施した中での考えなど、
表題のとおり成功も躓きもお話いただき、さらに実際に研修を受けた若手社員の方からも研修時の思いや取り組んだ
内容について発表いただき、現場の生の意見を聴くことができる大変興味深い内容でした。
　後半は、「『企業に活かせ女性力』女性人材育成プログラム（令和３年７月～令和４年１月に実施）※）」の総括として、
受講生３名による研修成果の取組発表会がありました。３者それぞれの思いや課題を持って研修に挑み、その中での
学び、気づき、そして課題に対してどう取り組んでいくかをとても前向きに、パワフルに発表いただきました。

　(公財)いしかわ女性基金では、女性が各種審議会や行政機関が実施する諸活動に参加する機会を増やし、その能力を
発揮することを目的に「女性人材バンク」を設置しています。
　毎年「女性人材バンク」登録者を講師とする「ふらっとミニセミナー」を県内市町と共催し、各地で実施しています。令
和３年度は、下記の４か所で開催しました。

６ YELL TO THE WOMEN OF ISHIKAWA SPRING・2022

「企業に活かせ女性力」講演会・取組発表会　開催報告「企業に活かせ女性力」講演会・取組発表会　開催報告研修・講座事業

主催：（公財）いしかわ女性基金

７YELL TO THE WOMEN OF ISHIKAWA SPRING・2022

＝参加者の声＝　
・出来る限りの情報を開示してくださり、具体的な活動内容を聞

かせていただき参考になりました。
・他社の取り組みを聞く機会や他社の若手の話を聞く機会は大変

貴重だと思いました。
・みなさんの実力の高さに圧倒され、パワーをいただきました。
・３者３様の仕事への悩み・姿勢に触れ、自分も前向きに頑張ろ

うと感じました。

ふらっとミニセミナー　開催報告ふらっとミニセミナー　開催報告
共催：（公財）いしかわ女性基金・
　　 各市町男女共同参画担当課

情報収集・
提供事業

※「企業に活かせ女性力」女性人材育成プログラムは、企業等で女性の活躍を推進するため、(公財)いしかわ女性基金が行う「管理職アドバ
ンス研修」（Ｒ３年度新設）、「管理職養成研修」、「キャリアデザイン研修」、「ビジネス能力研修」の４つの講座の総称です。

講師　坂本 友紀  氏

受講生の皆さん
発表を行った

→
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パープルリボンツリー運動

　県では、配偶者等からの暴力(DV)や性暴力は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であることを広く県民に周知し、暴
力を許さないという意識を社会全体で醸成するため、11月を「いしかわパープルリボンキャンペーン」の期間と位置づけ、県、
市町、各種団体が協力し、一斉に啓発活動を実施しております。令和３年度のキャンペーンでも市町や関係機関をはじめとす
る多くの皆様方にご協力をいただき、また、たくさんの方々にイベントにご参加いただきました。ありがとうございました。　

(1)基調講演「『さよなら性暴力』～被害者も加害者も傍観者も生まない社会へ向けて～」
　  講師　 工藤 千恵 氏（性暴力サバイバー/一生ものの性教育マスター） 　　　　  
　  ～基調講演では、ご自身が8歳で受けた性暴力被害の経験やその後の回復、
　　　　　　　　　　　　　　　　　現在の活動についてオンラインにてお話いただきました～

　私は、様々な人が「被害者は実在し、自分の周りでも起きているかも」と感じ、性暴力を知るきっかけになればと思
い、実名で８年程活動を続けています。
　私は８歳の時に性暴力被害に遭いました。被害そのものも辛いのですが、その後の二次被害などにも苦しみました。
徐々に回復に向かっていきましたが、その過程で様々な依存症になり、自分を見失うこともありました。今もトラウマ
や依存症などと付き合いながら生きています。時折、小さなきっかけで過呼吸やフラッシュバックすることもあります
が、家族の理解もあって落ち着いて対応できるようになっています。
　長い間「自分には価値がない」と責め、何度も死にたいと思っていましたが、自分の過去に向き合うことで、本当の
回復が始まります。そして、目をそらさず、自分で様々な気持ちを消化したことで少しずつ強くなれました。今は、365
日のうち330日ぐらいは笑って過ごしています。被害に遭ったからといって「その人の人生全てがかわいそう」ではない
のです。性暴力について語れる時代になったからこそ、「何があっても加害者は許されない」という発信とともに、サバ
イバーの方には、どんな人にも生きる力、回復する力、幸せになる力があって、自分が望めば心から笑える日を迎えら
れるということを伝えたいです。
　性暴力についての理解が深まっていく社会が、誰にとっても生きやすい社会になると思っています。

(2)対 　談「被害者を支えるためにできることとは」
　  対談者　工藤　千恵 氏（講師）、塚原　久美 氏（臨床心理士・公認心理師）
　  進　行　福村　一 氏（石川県女性相談支援センター所長）
　  ～対談では、私たちが被害者を支えるための支援の在り方についてお話しされました～

・性暴力被害に遭ったときに「こういった症状が出ることもあるが、おかしいことではない」ことや、「どんなことも話
せる専門の相談窓口がある」といった情報を伝えられると良い

・相談窓口の情報を伝えるだけではなく、「ちょっと気持ちを話したい」という本人の気持ちを大切にして話を聞いて
あげるということも大切

　県庁と石川県女性センターのツリーには、あわせて約
230 枚のメッセージを寄せていただきました。

いしかわパープルリボンキャンペーン2021
ＤＶや性暴力のない社会の実現をめざして

石川県の主な取組

11月１日
令和３年

～30日
月

火

日時　11月1日（月）～30日（火）
場所　県庁１９階展望ロビー、県女性センター

〈石川県政記念しいのき迎賓館〉　　　　　　　〈金沢港〉
　日時　11月１日（月）～５日（金）日没～22:00　　日時　11月１日（月）～５日（金）20:00～21:00

県施設のパープルライトアップ

街頭キャンペーン
日時　11月7日（日）①11:00～12:00　②14:00～15:00
場所　①金沢駅もてなしドーム　②香林坊アトリオ前
参加　石川県（男女共同参画課、少子化対策監室）、
　　　石川県警察本部、石川県警マスコット(いぬわし君)、
　　　石川県男女平等推進協議会、石川県男女共同参画推進員

日時　11月21日（日）13:30～16:00
場所　石川県女性センター　大会議室

女性等に対する暴力をなくすためのシンポジウム　 講師プロフィール　
８歳で誘拐・性暴力被害を経験。そ
の後も、数々の被害に遭い、過呼吸
症・対人恐怖症・自律神経失調症・
フラッシュバック・様々な依存症な
どの困難や病気、生き辛さを抱えな
がらも、今を前向きに生きる。2014
年より、被害者も加害者も傍観者も
生まない社会になることを願い、実
名で、被害当事者としての声を届け
る講演を行い、被害に遭っても、自
分が望めばトラウマ症状や依存性
などと付き合いながら、幸せに生き
る選択もできることを発信し続けて
いる。

ＤＶ（配偶者等からの暴力）とは　
　殴る、蹴るなどの身体的暴力だけでなく、身体や心を傷つけるす
べてのものを含みます。

【相談機関】　ひとりで悩まないで相談を　秘密厳守／相談無料

石川県女性相談支援センター （配偶者暴力相談支援センター）  

ＤＶホットライン（女性のためのＤＶ専門電話相談）
【面接相談】月 ～ 金 8:30 ～17:15

月 ～ 金  9:00 ～21:00　土･日･祝  9:00 ～17:00

☎ ＃8008  または  （076）223－8655

☎ （076）221－8740

性暴力とは
同意のない 対等でない 強要された性的な行為はすべて性暴力で
す。あなたが望まない性的な行為はあなたの人権と尊厳を傷つける
暴力です。
いしかわ性暴力被害者支援センター「パープルサポートいしかわ」

月 ～ 金   8:30 ～17:15

はやく こ こへはやくワンストップ

はれれば

※ただし、緊急医療などの緊急を要する
　ご相談は24時間365日対応しています。

☎ ＃8891  または  （076）223－8955

主催：石川県

メール相談は
HPから

開催日時 講　師 テーマ 開催地

令和３年11月14日（日） 室谷 加代子 氏 
（料理教室講師）

コロナ禍の中で、食文化を通して
家族のよりよい協力関係を考える 志賀町

令和３年11年27日（土） 小川 美樹子 氏 
（OGAWA'ｓ Cosy Kitchen  主宰）

知ったらもっと好きになる
野菜のちょっといい話 宝達志水町

令和４年１月20日（木） 高橋 昌子 氏 
（ファイナンシャルプランナー ) 働きたい女性のマネーセミナー 能美市

令和４年２月23日（水・祝） 森 みち子 氏 
（お片付けマイスター） 利き脳でわかる整理収納術 内灘町

※児童虐待防止のための
オレンジリボンキャン
ペーンと合同実施



　令和４年２月１９日（土）に、企業における女性の活躍推進のため、女性のキャリ
ア形成やネットワーク構築を目的とした「『企業に活かせ女性力』講演会・取組発表
会」をオンラインで開催しました。
　前半は、株 式 会 社アイ・オー・データ機 器 管 理 本 部 経営 管 理 部 総 務 課 長
坂本友紀氏に「女性活躍推進トライアルケースの“現在地”～躓きも思わぬ発見も、
オープンにします～」と題し講演いただきました。
　若手女性社員への研修に取り組んだ経緯やその研修を実施した中での考えなど、
表題のとおり成功も躓きもお話いただき、さらに実際に研修を受けた若手社員の方からも研修時の思いや取り組んだ
内容について発表いただき、現場の生の意見を聴くことができる大変興味深い内容でした。
　後半は、「『企業に活かせ女性力』女性人材育成プログラム（令和３年７月～令和４年１月に実施）※）」の総括として、
受講生３名による研修成果の取組発表会がありました。３者それぞれの思いや課題を持って研修に挑み、その中での
学び、気づき、そして課題に対してどう取り組んでいくかをとても前向きに、パワフルに発表いただきました。

　(公財)いしかわ女性基金では、女性が各種審議会や行政機関が実施する諸活動に参加する機会を増やし、その能力を
発揮することを目的に「女性人材バンク」を設置しています。
　毎年「女性人材バンク」登録者を講師とする「ふらっとミニセミナー」を県内市町と共催し、各地で実施しています。令
和３年度は、下記の４か所で開催しました。

６ YELL TO THE WOMEN OF ISHIKAWA SPRING・2022

「企業に活かせ女性力」講演会・取組発表会　開催報告「企業に活かせ女性力」講演会・取組発表会　開催報告研修・講座事業

主催：（公財）いしかわ女性基金

７YELL TO THE WOMEN OF ISHIKAWA SPRING・2022

＝参加者の声＝　
・出来る限りの情報を開示してくださり、具体的な活動内容を聞

かせていただき参考になりました。
・他社の取り組みを聞く機会や他社の若手の話を聞く機会は大変

貴重だと思いました。
・みなさんの実力の高さに圧倒され、パワーをいただきました。
・３者３様の仕事への悩み・姿勢に触れ、自分も前向きに頑張ろ

うと感じました。

ふらっとミニセミナー　開催報告ふらっとミニセミナー　開催報告
共催：（公財）いしかわ女性基金・
　　 各市町男女共同参画担当課

情報収集・
提供事業

※「企業に活かせ女性力」女性人材育成プログラムは、企業等で女性の活躍を推進するため、(公財)いしかわ女性基金が行う「管理職アドバ
ンス研修」（Ｒ３年度新設）、「管理職養成研修」、「キャリアデザイン研修」、「ビジネス能力研修」の４つの講座の総称です。

講師　坂本 友紀  氏

受講生の皆さん
発表を行った
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パープルリボンツリー運動

　県では、配偶者等からの暴力(DV)や性暴力は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であることを広く県民に周知し、暴
力を許さないという意識を社会全体で醸成するため、11月を「いしかわパープルリボンキャンペーン」の期間と位置づけ、県、
市町、各種団体が協力し、一斉に啓発活動を実施しております。令和３年度のキャンペーンでも市町や関係機関をはじめとす
る多くの皆様方にご協力をいただき、また、たくさんの方々にイベントにご参加いただきました。ありがとうございました。　

(1)基調講演「『さよなら性暴力』～被害者も加害者も傍観者も生まない社会へ向けて～」
　  講師　 工藤 千恵 氏（性暴力サバイバー/一生ものの性教育マスター） 　　　　  
　  ～基調講演では、ご自身が8歳で受けた性暴力被害の経験やその後の回復、
　　　　　　　　　　　　　　　　　現在の活動についてオンラインにてお話いただきました～

　私は、様々な人が「被害者は実在し、自分の周りでも起きているかも」と感じ、性暴力を知るきっかけになればと思
い、実名で８年程活動を続けています。
　私は８歳の時に性暴力被害に遭いました。被害そのものも辛いのですが、その後の二次被害などにも苦しみました。
徐々に回復に向かっていきましたが、その過程で様々な依存症になり、自分を見失うこともありました。今もトラウマ
や依存症などと付き合いながら生きています。時折、小さなきっかけで過呼吸やフラッシュバックすることもあります
が、家族の理解もあって落ち着いて対応できるようになっています。
　長い間「自分には価値がない」と責め、何度も死にたいと思っていましたが、自分の過去に向き合うことで、本当の
回復が始まります。そして、目をそらさず、自分で様々な気持ちを消化したことで少しずつ強くなれました。今は、365
日のうち330日ぐらいは笑って過ごしています。被害に遭ったからといって「その人の人生全てがかわいそう」ではない
のです。性暴力について語れる時代になったからこそ、「何があっても加害者は許されない」という発信とともに、サバ
イバーの方には、どんな人にも生きる力、回復する力、幸せになる力があって、自分が望めば心から笑える日を迎えら
れるということを伝えたいです。
　性暴力についての理解が深まっていく社会が、誰にとっても生きやすい社会になると思っています。

(2)対 　談「被害者を支えるためにできることとは」
　  対談者　工藤　千恵 氏（講師）、塚原　久美 氏（臨床心理士・公認心理師）
　  進　行　福村　一 氏（石川県女性相談支援センター所長）
　  ～対談では、私たちが被害者を支えるための支援の在り方についてお話しされました～

・性暴力被害に遭ったときに「こういった症状が出ることもあるが、おかしいことではない」ことや、「どんなことも話
せる専門の相談窓口がある」といった情報を伝えられると良い

・相談窓口の情報を伝えるだけではなく、「ちょっと気持ちを話したい」という本人の気持ちを大切にして話を聞いて
あげるということも大切

　県庁と石川県女性センターのツリーには、あわせて約
230 枚のメッセージを寄せていただきました。

いしかわパープルリボンキャンペーン2021
ＤＶや性暴力のない社会の実現をめざして

石川県の主な取組

11月１日
令和３年

～30日
月

火

日時　11月1日（月）～30日（火）
場所　県庁１９階展望ロビー、県女性センター

〈石川県政記念しいのき迎賓館〉　　　　　　　〈金沢港〉
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県施設のパープルライトアップ
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８歳で誘拐・性暴力被害を経験。そ
の後も、数々の被害に遭い、過呼吸
症・対人恐怖症・自律神経失調症・
フラッシュバック・様々な依存症な
どの困難や病気、生き辛さを抱えな
がらも、今を前向きに生きる。2014
年より、被害者も加害者も傍観者も
生まない社会になることを願い、実
名で、被害当事者としての声を届け
る講演を行い、被害に遭っても、自
分が望めばトラウマ症状や依存性
などと付き合いながら、幸せに生き
る選択もできることを発信し続けて
いる。

ＤＶ（配偶者等からの暴力）とは　
　殴る、蹴るなどの身体的暴力だけでなく、身体や心を傷つけるす
べてのものを含みます。

【相談機関】　ひとりで悩まないで相談を　秘密厳守／相談無料

石川県女性相談支援センター （配偶者暴力相談支援センター）  

ＤＶホットライン（女性のためのＤＶ専門電話相談）
【面接相談】月 ～ 金 8:30 ～17:15

月 ～ 金  9:00 ～21:00　土･日･祝  9:00 ～17:00

☎ ＃8008  または  （076）223－8655

☎ （076）221－8740

性暴力とは
同意のない 対等でない 強要された性的な行為はすべて性暴力で
す。あなたが望まない性的な行為はあなたの人権と尊厳を傷つける
暴力です。
いしかわ性暴力被害者支援センター「パープルサポートいしかわ」

月 ～ 金   8:30 ～17:15

はやく こ こへはやくワンストップ

はれれば

※ただし、緊急医療などの緊急を要する
　ご相談は24時間365日対応しています。

☎ ＃8891  または  （076）223－8955

主催：石川県

メール相談は
HPから

開催日時 講　師 テーマ 開催地

令和３年11月14日（日） 室谷 加代子 氏 
（料理教室講師）

コロナ禍の中で、食文化を通して
家族のよりよい協力関係を考える 志賀町

令和３年11年27日（土） 小川 美樹子 氏 
（OGAWA'ｓ Cosy Kitchen  主宰）

知ったらもっと好きになる
野菜のちょっといい話 宝達志水町

令和４年１月20日（木） 高橋 昌子 氏 
（ファイナンシャルプランナー ) 働きたい女性のマネーセミナー 能美市

令和４年２月23日（水・祝） 森 みち子 氏 
（お片付けマイスター） 利き脳でわかる整理収納術 内灘町

※児童虐待防止のための
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石川県女性センター・（公財）いしかわ女性基金
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石川県女性センター

駐車場は、向かいの「第１駐車場」も合わせて３ヶ所あります。

●編集／発行　石川県・公益財団法人 いしかわ女性基金 令和４年３月　

問い合わせ・行事の申し込みは

〒920-0861
金沢市三社町１番44号（石川県女性センター内）
TEL  076-234-1112　FAX  076-234-1130
https://www.ishikawa-jyosei-kikin.or.jp/

（公財）いしかわ女性基金からのお知らせ

令和４年度　催し・事業のお知らせ
（公財）いしかわ女性基金

  調査研究事業
　女性の活躍に資する調査研究のための情報を集めます。

  情報収集・提供事業
■ふらっとミニセミナー
　女性人材バンクに登録のある多彩な方々によるミニセ
ミナーを県内８会場程度で開催します。
■いしかわ女性のチャレンジ賞表彰
　女性のチャレンジの身近なモデルケースとなるような
個人、団体を表彰します。
■女性チャレンジトーク
　いしかわ女性チャレンジ賞受賞者による取組発表を開
催します。

  研修・講座事業
■煌めく☆あすなろ塾
　幅広い世代の女性を対象に、仕事や生活をキラッと輝
かせるヒントやスキルを学びます。
■国立女性教育会館開催講座受講支援事業
　国立女性教育会館で開催される専門性の高い講座への
受講を支援（交通費等の助成）します。
　対象講座：(公財)いしかわ女性基金指定の講座
　支 援  数：４人程度
■女性の活躍推進事業
・「企業に活かせ女性力」女性人材育成プログラム
　企業等における女性の活躍を推進するための階層別研
修を開催します。
【管理職アドバンス研修】
　管理職として求められる成果、視点、統率力などを修
得し、業務のブラッシュアップを図ります。
【管理職養成研修】
　管理職として活躍が期待される女性社員を対象に能力
開発・意識改革を図ります。
【キャリアデザイン研修】
　中堅職員を対象に、後輩のロールモデルを目指し、自
らのキャリアビジョンを描くと共に、その実現方策を修
得します。
【ビジネス能力研修】
　若手職員を対象に、自らの能力を高め、チャレンジす
る意識を醸成することで、職域の拡大につなげます。

・地域版女性人材育成プログラム「女性町活ゼミナール」
　地域での女性の活躍を推進するため、特定のテーマ・
分野に絞り実践につなげるための研修を開催します。
・女性起業家交流研修会
　起業をめざす、あるいは起業間もない女性のための研
修交流会を開催します。
  
  交流促進事業
■女性センターフェスティバル2022
　県女性センター内の各機関が力を合わせて開催する年
に一度のお祭りです｡（令和４年10月予定）
■女性団体等のネットワーク化支援
　【女性団体等地域交流創出応援事業】
　2つ以上の女性団体やグループが主催する地域交流企
画へ補助します。
　募集件数：２件程度　申込締切：６月中旬予定 　
■女性チャレンジフォーラム
　様々な分野で活躍する女性の取り組みを紹介し、女性
の社会参画への意識啓発を促します。

  活動支援事業
■女性団体・グループとの協働事業
　女性団体・グループ等の企画提案により（公財）いし
かわ女性基金と協働で行う事業の経費を負担します。
　募集件数：２件程度
■研修会等開催支援
　女性団体・グループ・企業等が主催する講演会等の講
師等に係る謝金・旅費を助成します。申込：随時
■コミュニティサロン開催支援　
　女性をとりまくさまざまな課題について気軽に来館者
が意見交換できるよう、県女性センターを活用してコ
ミュニティサロンを開催する女性団体・グループを支援
します。申込：随時
※上記の催し・事業は変更になる場合がありますのでご了承く

ださい。　　

　女性たちのネットワークづくりを支援するため女性関係
グループなどの情報を収集し、登録を行っています。
登録対象
　県内を活動拠点とし、女性が中心として主体的に活動
している５人以上のグループ　
お問い合わせ
　（公財）いしかわ女性基金  076-234-1112

登録グループ募集中
（公財）いしかわ女性基金の


