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特
集

個性や能力を生かす暮らしを求めて
「平成30年度 女性のチャレンジ支援事業」レポート

「女性に対する暴力をなくす運動」（11月12日～11月25日）
のぼり旗を掲げ意識啓発をしました。

「Ｇ－ＮＥＴしが」とは…滋賀県立男女共同参画センターの愛称で、「Gender-Networkしが」の略。
ジェンダー問題を見据えて、男女共同参画のネットワークを広げていこうという思いをこめたものです。

特
集

平成30年度

女性のチャレンジ支援事業

～G-NETしがチャレンジサポート事業～
今年度の「女性のチャレンジ支援事業」に
参加された方々のご意見、ご感想をまとめました。
当センターでは、今後も個性や能力を生かし、地域や社会に参画し
ようとする女性を応援します。これらの事業をぜひご利用ください。

女性のチャレンジ支援

スタート講座

地域で実施される創業塾等を利用する女性へ、受講前の心構えや基本的スキルの習得の場を提供しました。

■講師

三根早苗さん（有限会社パワーエンハンスメント代表取締役社長）
第１回
５月１６日（水）
10:00～12:00

イマドキの起業スタイル～先輩の事例から学ぶ

◆ビジネスの話は、堅くて難しいとイメージしていましたが、とてもソフトでわかりやすく
具体的に説明いただき、励みになりました。
◆自分には「起業は無理」と
思っていましたが、
やっぱりやってみたいです。
少し勇気が持てました。
◆色々な方向性や考え方が
お伺いできてすごく良かった。

第２回
５月２３日（水）
10:00～12:00

「やりたいこと」見える化

◆自分には何ができるのか迷っていたので、整理ができて良かった。
◆やりたいことをどのように形にすればよいのか、何が必要なのかわからずモヤモヤしていましたが、
今できることが明確になりつつあり、楽しくなってきました。
◆起業へのプロセスを具体的に、時には三根さん自身の失敗談も話してくださり、次の一歩が見えてくる
お話で最高でした。
◆自分の苦手意識が薄れ、夢が膨らみます。

第３回
５月３０日（水）
10:00～12:00

自分の「強み」を活かして仕事を創る

◆自分とおなじ思いを持った人と話ができて、多くの気づきがありました。
◆回を重ねるごとに自分にできること、自分の求める物がはっきりして、私なりに形になりそう。
三根さん、そして一緒に受講した仲間に感謝したいです。
◆他所の創業塾へ行く前にこの講座を受講して本当に良かったです。また、これからも繋が
れる人や機関など、たくさんの情報を得ることができたので、安心して自分の思う道を歩め
そうです。意欲が湧いてきました。

ご案内 『ステップアップ講座』
皆さん、熱心に聞いて下さり感激をしました。
毎回、とても楽しくお話をさせていただきました。
何か動き出されるきっかけとなればうれしいです。

■講師 西山彰子さん（an fun代表）

３回連続講座
［ いずれも
10:00～12:00 ］

平成31年2月20日(水) 「起業に向けてやるべきこと（届出・許認可など）」
2月27日(水) 「知っておくべき起業の“お金”」
3月6日(水) 「“どうやって売るか”を考える」

平成30年10月14日(日)13:30～16:30

女性のチャレンジシンポジウム
起業に向けてチャレンジしたいと意欲を持つ女性や、ステップアップしたい女性が、理解者を増やし、
スキルアップを図りながら、想いを持ち続けてチャレンジすることを目的に開催しました。

基調講演

テーマ

家族や社会から「いいね！」を得るために

■講師 文美月さん
（株式会社ビューティフルスマイル代表取締役
リトルムーンインターナショナル株式会社創業者・現取締役副社長）
【受講生の声】
◆文さんの人生経験を通じて得てこられた貴重なお話を聞かせて
いただき、本当にありがとうございました。
◆直感を信じてまずは行動したいと思います。
◆講演で聴いたことから課題を見つけ、行動したいと思います。
一番目の壁は「できるだろうか」
「怖い」「失敗したらどうしよう」と
いう自分の心の中にあり、二番目は家族との壁、社会の壁だったりし
ます。うまく協力に変えていきたいものです。
今回の交流会で出たキーワードに『人生100年時代』がありました。い
つまでも自分らしくあるために、私たちは再考の時期に来ています。
私は、もっと感謝を社会に返していきたいと思っています。

交流会
テーマ

理解者を増やす方法

■各テーブルコーディネーター

文美月さん

桂田佳代子さん

地野裕子さん

（京なか株式会社
代表取締役）

（株式会社ルゥルゥ商會
代表取締役）

西山彰子さん

矢倉由美子さん

（an fun 代表）

（Office tome 代表）

■（兼）総合司会山下弓さん
（ライフプランニングDUO代表）

【参加者の声】
◆同じテーブルになった皆さんに、自分の不安な気持ちを共感していただきうれしかったです。またコーディ
ネーターからアドバイスをいただき、前向きになれそうです。参加してよかったです。
◆「なるほど」「その通り」と思う内容の話を皆さんからお聞きできて、自分も動き出さねばと思いました。
◆自分が何かを成し遂げようとする姿が、理解者を生むきっかけになるのだと納得できました。
◆皆さんお話が上手で、時間があっという間に過ぎました。楽しかったです。
女性のチャレンジショップ体験

◆お客様が近づきやすくなるレ
イアウトを教えていただき、次回
出店への意欲が湧きました。
◆出店者同士の交流ができて
楽しい時間を過ごせました。
◆設営の手順がわかりました。

ヘッドマッサージ（新立恵美さん）
お花のリース販売
（西邑貴代美さん）

土鍋炊きおにぎりの販売
（珠玖裕子さん）
アフリカンファブリック製品
の販売（村田邦子さん）

サンドイッチの
販売
（野村ひとみさん）

（岡田直子さん）
手作りビーズアクセサリーの販売

（平田
真弓さん） ハンドメイド服の販売

中華ちまきの販売
（北川須美枝さん）

スキンチェック
（伴美幸さん）

女性のための

ビズ・チャレンジ相談
起業の計画・拡大等について、
滋賀県よろず支援拠点のコーディネーターが
情報提供や適切なアドバイスをしています。
毎月２回、３月まで実施。（詳細はHPをご覧ください。）

計画
資金
広報
協力者
販路
経営
その他

【利用者の声】
◆モヤモヤしていたものが晴れて、新しい道筋ができました。同じ目線でお話しい
ただき大変よかったです。
◆例えをたくさん出していただけるので、イメージしやすく、次に向けての動きが
よくわかりました。
◆自分の中でぼんやりしていたものを明確にして
H30年度4月～11月末
いただくことができ、感激です。
相談分野別件数（のべ件数 ）
本当にありがとうございました。
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◆自分の想いがなかなか形にならずモチベー
ションが下がっていましたが、今日の相談で意
23
欲が出ました。
◆自分が悩んでいたことは思い込みだったとわ
3
かりました。もっと早くに相談すればよかった
9
です。自分では思いつかなかったアドバイスを
1
いただけました。
◆いつも温かく寄り添い、励ましていただくことで
9
少しづつ前に進めている気がします。具体的に
4
いただいた課題を次回までにスッキリとしたい
2
と思います。
◆先生がお持ちのご経験と知見を惜しみなくご提
示いただき大変ありがたいです。

女性の

チャレンジショップ体験

出店者の募集は
３月まで継続します。

「試せます」「学べます」「広がります」をキャッチフレーズに出店者を募集しています。
4月～11月に、のべ30名の方が出店体験され、どれくらい売れるかをリサーチしたり、ディスプレイなど専門家
からアドバイスを受けられました。
アドバイザーに相談する
内堀奏江さん（お掃除専門マッハ代表）

（中島さん）

（石川さん）

◆仕事を通して知り合った仲間を
募りマルシェをしようと企画しまし
た。効果的なチラシのつくり方、集
客の工夫、出店者への配慮など
プランナーとして不安に思う点を
全てアドバイスいただきました。
様々な意見をまとめる難しさを感
じることもありましたが、協力者も
増え、貴重な機会を得ました。

（中西さん）

（内堀さん）

（田中さん）

（森さん）

（福本さん）

（平川さん）

◆各々課題も見つ
かりましたが、人と
の出会いが大切だ
と気づけて良かった
です。

（内林さん）

（橋本さん）

（西村さん）

（髙内さん）

（小林さん）

（坂野さん）

『 男女共同参画週間（6月23日～6月29日） 』に
ちなんで実施

10月20日（土）
愛東地区
小倉町懇談会
テーマ

みごと！

「各種ハラスメント」
講師

県内５センターめぐりを達成いただきました。

植村正雄さん

今年度も実施

G-NETしが推進員による研修
G-NETしが推進員とは･･･
滋賀県立男女共同参画センターの講座修了生などで、地域
の男女共同参画の推進に関わるリーダーです。自治会の研
修会等で講師を務めていただいています。平成30年度 4月～11月実績
しがWO・MANネット登録団体

（ 滋賀県生涯学習ｲﾝｽﾄﾗｸﾀーの会代表 樋口一さん ）
◆いつも県立男女共同参画センターで、活動をさせていただいていま
すが、今回初めて他の４か所へ行ってきました。センターごとに啓
発や講座内容など工夫がされていて様々な情報収集ができました。
遠い所もありましたが、この機会を捉えて行ってみて良かったです。
■□■□■ ぜひ お出かけください ■□■□■
彦根市男女共同参画センター「ウィズ」（彦根市平田町670）
米原市男女共同参画センター（米原市一色444 S・Cプラザ内）
高島市働く女性の家“ゆめぱれっと高島”（高島市今津町今津1640）
大津市男女共同参画センター（大津市浜大津4-1-1 明日都浜大津1F）

1０カ所

７月７日（土）
吉身学区まちづくり協議会
人権部研修会
テーマ

「男女共同参画の視点か
ら地域におけるパートナー
シップについて」
講師

富山郁子さん

日頃、センター 運営を支えて下さっている 方々を紹介します。

お世話になっています。
いつも
ありがとうございます。
今後とも
よろしくお願いします。

（暴『
11
女
力
月を性
12 な に
日く対
～すす
11 運 る
月動
25
日
）
』

センター内図書・資料室で
は、男女共同参画の視点か
ら選書した、多くの書籍や
資料をご用意して、皆様の
ご利用をお待ちしています。
そのほか、毎月図書だより
を発行したり、啓発や事業
等に合わせた特集コーナー
を開設しています。
どなたでも
お気軽にお立ち寄りくださ
い。
「 峰風遠洲流 」いけばな教室
辻優貴さん（中学校２年）の作品
センター入り口を飾っていただきました。

■電話
０７４８－３７－３７３５
■開室時間
９：００～１７：００

【婦人之友（明治36年創刊）】の展示

男女共同参画相談室では、男女差別、夫婦や家族、その他さまざまな人間関係における悩み、離婚やDVな
どの相談を専任の相談員がお受けしています。下記は、平成2９年度の相談件数です。

相談内容と件数（平成29年度）
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心の健康に関する問題
金銭トラブル・その他
夫婦関係

女性

地域・職場等の人間関係

男性

家族関係

不明

異性・性の問題
自立・生き方に関する問題

全相談件数3,429件（平成29年度）

セクハラ・性暴力・ストーカーに関する問題

このうち451件はＤＶが関わる相談
（女性約83％、男性約17％）

無言・間違い電話等

み
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【相談専用電話】

秘密
厳守

専用電話にお電話いただければ、直接相談室につながります。匿名でも結構です。まずはお電話ください。電話相談の後、
ご希望に応じて面接相談をお受けします。個別にじっくりと悩みや問題をお聴きし、解決に向けて一緒に考えていきます。
※男性相談の場合、男性の相談員の対応もできます。さらに、総合相談の後、ご希望に応じて専門相談につなぎます。
予約制ですのでまずは専用電話にお電話ください。

◆総合相談（電話・面接・カウンセリング）◆ 火・水・金・土・日曜日 9:00～12:00 13:00～17:00
木曜日 9:00～12:00 17:00～20:30
◆法律相談◆（要予約）

無料託児有り（7日前までに要予約）

◆ＤＶカウンセリング◆（要予約）

無料託児
のご案内
当センター主催の講
座や相談に参加され
る場合、託児をご利
用いただけます。

7日前までに要予約（各講座、相談等のお申し込みと同時にご予約ください）
幼児室では初めて託児を利用される方でも、安心して預けていただけるように細心の注意を図るとともに、
楽しい保育を心がけています。
＜託児をご利用いただける年齢＞・・・生後6か月～就学前
＜保育をお断りする場合＞・・・・・・・・熱が37.5度以上、もしくは体調不良と思われる場合、医療的ケアが必要な場合
＜その他＞・・・・・・限られた場所とスタッフで異年齢の集団託児を行う都合上、保育が困難となった場合はお迎えを
お願いする場合がありますので、ご理解をお願いします
※当センターHPに詳細を掲載しています
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編集・発行／滋賀県立男女共同参画センター
〒523-0891
滋賀県近江八幡市鷹飼町８０－４
【開所時間】午前9時～午後9時
【休所日】月曜日（祝休日除く）、
祝休日の翌日、年末年始、
施設点検日等

JR近江八幡駅下車南口より500m（徒歩10分）
またはJR近江八幡駅南口から近江バス
「男女共同参画センター前」下車

【TEL】0748-37-3751／【FAX】0748-37-5770
【E-Mail】g-net@pref.shiga.lg.jp
【HP】http://www.pref.shiga.lg.jp/c/g-net/

