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イベント    （コンテンツ）ラインナップ

各イベント
申込
方法 WEBまたはFAXにて参加申込みをお願いします。 

【 各イベントの開催1週間前を目途に、事務局より招待メールが届きます 】

迷惑メール対策などで、「アドレス指定受信」「ドメイン指定受信」「メールフィルター」など、メールの拒否設定を行っていると
招待メールや、事務局からのメールを受信できません。 設定の確認・変更をお願いします。お申込みの前に

1. パソコン及びインターネット接続環境をご準備ください。
2. 事前に「Zoom」への接続テストをしておくと、イベント当日にスムーズに参加できます。
※Zoomへの接続テストや操作方法については、下記WEBサイトをご覧ください。

オンライン配信
ご参加者様への
注意事項

WEB申込み 簡単・オススメ！ QRコードもしくは検索でWEBサイトにアクセスし、お申込み下さい。

ひろしま女性活躍PROJECT

https://womanjob-hiroshima.jp/project2022/

TEL : 082-207-1051　FAX : 082-207-1052　《受付時間 10:00~17:00 （土日祝除く）》

株式会社 三晃社 広島支社　【 担当：ササキ 】　申込・お問合わせ
【事業受託者】 MAIL ／ info@womanjob-hiroshima.jp

下記ご記入後、FAXにてお申込みください。 

※ 1社から複数名参加をご希望の際には、この用紙をコピーしてご使用ください。　※ご記入いただきました個人情報は適切に管理します。 

FAX申込み

役職職種

住所

所属部署名

勤務先

企業・法人名

メールアドレス TEL

フリガナ

氏名

（例：営業職、経理職、事務職、サービス職、専門職、公務員 など）

※ いずれかに○を付けてください。

※ いずれかに○を付けてください。

開催情報
入手先

あり  （末子年齢　　　  歳）　・　なし子どもの有無

未婚　・　既婚（配偶者あり）　・　既婚（配偶者なし）婚姻状況

※ 詳しい閲覧サイト、入手先、発信元、案内者 ：

※ □にチェックを付けてください。（複数回答可）

電話 FAX インターネット（SNSを含む） テレビ

チラシ メール 貴社ご訪問時におけるご案内 その他

県HP

年代
代

以下任意回答欄   ※「11/24（木） ネットワーク交流会」「3/7（火） フォローアップ交流会」のグループ分けの参考にさせていただきます。

参加申込書

FAX ： 082-207-1052

※ 招待メールの送付先になります

参加希望

イベントスケジュール
Event Schedule
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参加をご希望の項目について、□にチェックを付けてください。 

2023年3/7（火） フォローアップ交流会
※10/20または12/6の自信創出研修ご参加者のみ

2022年 11/24（木） 女性活躍推進講演会
※男性もご参加可能

2022年 11/24（木） ネットワーク交流会
※女性活躍推進講演会ご参加者様のうち、女性のみ

同
日
開
催

2022年 10/20（木） 自信創出研修（1回目）
2022年 12/6（火）    自信創出研修（2回目）

※どちらか
　1回のみ

※各イベントの定員について：応募者多数の場合は抽選とさせていただき、メールにて結果をご連絡いたします。

2022年10/20（木） 自信創出研修 働く女性
参加対象イベント日時

2022年12/6（火） 自信創出研修 働く女性

2023年3/7（火） フォローアップ交流会 自信創出研修
ご参加者様

参加対象イベント日時

2022年11/24（木）
女性活躍推進講演会

ネットワーク交流会 働く女性

すべての方

■ 研修 + 交流会 

■ 講演会 + 交流会

《 Pick up！必見！》
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リアル＆オンライン

Point
お二人のエピソードを交えながら、
誰もが活躍できる環境づくりのヒントをお届けします。

一緒に頑張る
仲間と繋がる

ネットワーク
交流会

参加対象／県内で働く女性

2022
11/24
THU インターネット掲示板で

仕事に関する悩みを相談

お悩み
相談室

参加対象／すべての方

WEB

自信創出研修後、
成果を共有して高め合う

フォローアップ
交流会

参加対象／自信創出研修ご参加者様

2023
3/7
TUE自信を身につける

ハウツーを学べる

自信創出
研修

参加対象／県内で働く女性

2022
10/20
THU

2022
12/6
TUE

誰もが活躍できる
環境づくりのために

女性活躍推進
講演会

参加対象／県内で働くすべての方

2022
11/24
THU

経営者
人事担当者
管理職の方
必見！！

《 WEBまたはFAX 》お申込 招待メールの確認 会場にてご参加リアル開催

《 WEBまたはFAX 》お申込 Zoomへのアクセスを事前確認 招待メール内の記載URLからアクセスオンライン配信

H
idehiko Yuzaki



https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/womanjob/もちーと ひろしま パソコンでも、スマホでも。

広島県商工労働局 働き方改革推進・働く女性応援課主催 働き方改革推進・働く女性応援会議ひろしま共催 一般社団法人 中国経済連合会協力

県民一人ひとりが仕事と暮らしのどちらも希望するものを実現できる
社会に向けて、湯﨑知事と犬山紙子さんのエピソードを交えながら
意見交換を行います。

●女性活躍推進講演会で感じたこと
●改訂版「働く女性応援ハンドブック」について
●今後の働き方とキャリアを考える

主な
テーマ

第1部 公開特別対談
様 な々分野で活躍する犬山紙子さんが登壇し、「仕事を楽しみながら生き
ていく」をテーマに、働く女性のヒントとなるトークショーを行います。

犬山紙子トークショー第2部

「自信創出研修」のご受講後、改めて意見交換やフィードバックを
行う場として交流会を開催いたします。研修で出会った方 と々
再会し、研修後の行動、成果や思いを共有しましょう。

女性の持つジェンダーバイアス＆自信創出
～研修後の進捗と共有～

テーマ

犬山紙子氏 湯﨑知事 

フォローアップ交流会 リアル開催

2023.3/7（火）

仙台のファッションカルチャー誌の編集者を経て家庭の事情で退職。20代を難病の母親の介護をしながら
過ごす。2011年、女友達の恋愛模様をイラストとエッセイで書き始めたところネット上で話題になり、マガジン
ハウスからブログ本を出版しデビュー。現在はTV、ラジオ、雑誌、Webなど多方面で活動中。
2014年に結婚、2017年に第一子となる長女を出産してから、児童虐待問題に声を上げるタレントチーム「こどもの
いのちはこどものもの」を立ち上げ、社会的養護を必要とするこどもたちにクラウドファンディングで支援を届ける
プログラム「こどもギフト」メンバーとしても活動中。

犬山紙子 氏 [ エッセイスト／コラムニスト ]女性活躍推進講演会ゲスト

日本生まれ、韓国籍。米国と日本で米国系企業に勤務後、日本に戻り米国系運輸企業に入社。
同社にて日本・香港・シンガポール・中国など、太平洋地区での人事・スペシャリスト及び管理職研修企画・
実施を手がける。2000年に退社し、日本で最初にワークライフバランスを推進するコンサルタントとして独立。
同時に米国とアジアに精通したグローバルな経験を活かし、ダイバーシティの専門家として活躍。近年では
「無意識の偏見（アンコンシャス・バイアス）」と「女性の自信」に関する組織での意識と行動変革にも力を注ぐ。

パク・スックチャ 氏 [ アパショナータ.inc  代表]
ダイバーシティ・コンサルタント登壇講師

「自信創出研修」「フォローアップ交流会」

女性活躍推進講演会 13：00～14：45 リアル開催+オンライン配信 県内で働くすべての方《参加対象》

ネットワーク交流会 15：00～16：45 リアル開催 県内で働く女性《参加対象》「女性活躍推進講演会」ご参加者様のうちの

2022.11/24（木）
女性活躍推進講演会 ＆ ネットワーク交流会  同日開催！

〒730-0051  広島市中区大手町１丁目５-３
【場所】 広島県民文化センター

参加申込締切： 2022年 11／8（火）

講演内容をふまえた感想共有や意見交換を中心に、今後のご自身の働き方や
キャリアについて考えていただきます。少人数グループに分かれ、テーマに沿って
ディスカッションを行いながら一緒に頑張る「仲間」と繋がります。

※ネットワーク交流会に犬山紙子さんは参加しません。

ご来場 ※オンライン配信はございません【参加方法】
小嶋沙耶香［広島ホームテレビ アナウンサー］【総合司会】
50名【定　　員】

5Fの501・502 大講義室【会　　場】
（広島県民文化センター内・サテライトキャンパスひろしま）

広島ホームテレビ
アナウンサー

【第２部】 ファシリテーター

３歳の息子を育てながら、夕方16：39～放送の｢５up！｣で月～水曜
日キャスター、火曜日の街角紹介コーナー｢小嶋のおじゃましま
すぅ｣を担当。広島県の広報番組｢ひろしま県民テレビ｣にも出演。

小嶋沙耶香広島大学IDEC国際連携機構教授
並びに副理事（男女共同参画担当）

【第1部】 ファシリテーター

広島県子ども子育て審議会会長、日本評価学会副会長、外務省
政策評価アドバイザリー・グループメンバー、日本工営株式会社社外
取締役等を務める。プロジェクトマネジメントと評価学を専門とする。

石田洋子 氏

ご来場またはオンライン【参加方法】
多目的ホール【会　　場】

村上ゆみえ［フリータレント］【総合司会】
100名【定　　員】

豪華ゲストを迎え、女性の活躍推進に向けた環境づくりや女性従業員の意識向上
を図るヒントをお届けいたします。会場でご参加いただけるほか、 Zoomウェビナー
形式でオンライン配信も行います。お気軽にご参加ください！

経営者・人事担当の方・管理職の方もぜひご参加ください！

※オンライン配信はございませんご来場【参加方法】
パク・スックチャ氏【講　　師】
45名【定　　員】

TKPガーデンシティ
PREMIUM広島駅前
〒732-0821 広島市南区大須賀町13-9
ベルヴュオフィス広島 5F カンファレンスルーム5A

【場 所】 

【日 時】 2023年 3/7（火） 13：30～16：30
参加申込締切： 2023年 2／20（月）

犬山紙子さんに答えてほしい相談を、「お悩み相談室」にて
募集しています（匿名可）。仕事に関することなら、どんなお
悩みでもかまいません。あなたのご投稿お待ちしています！

【投稿募集締切：11/14（月）まで】相談方法

前回大好評だった企画が再び！

犬山紙子のお悩み相談室  ～リターンズ～
「お悩み相談室」にて募集した皆様からの相談に対し、

犬山さんが回答します。あなたの悩みも答えてもらえるかも？！

「自信創出研修」 ご参加者様《参加対象》

24h
365days
OPEN !

24h
365days
OPEN !

広島「働く女性」お悩み相談室 WEBサイト

働く中での悩みは多岐にわたり、
顔見知りだからこそ「相談しにくい」こともあるのではないでしょうか。
「お悩み相談室」は、広島県内で働くすべての方が無料で利用すること
ができ、悩みや不安を（匿名でも）気軽に相談できるWebサイトです。

広島 働く女性 お悩み相談室
https://womanjob-hiroshima.jp/

気
軽
に

ア
ク
セ
ス
！

県内企業にお勤めの方が
参加対象となります。

各種お申込みは裏面へ！

《参加費》 

すべて
無料

本研修では、女性の持つジェンダーバイアスと「女性特有の自信の
なさ」を複数の視点から探求し、自信を身につけるハウツーを学び
ます。仕事への意欲と行動力をアップして、一歩踏み出しましょう！

女性の持つジェンダーバイアス＆自信創出
～なりたい自分に向かって、一歩踏み出すために～

テーマ

（Zoomウェビナー形式）オンライン配信【参加方法】
パク・スックチャ氏【講　　師】
各回 45名【定　　員】

【日 時】 

第2回▶2022年 12/6（火） 13：30～16：30

第1回▶2022年 10/20（木） 13：30～16：30

※いずれか1回のみのご参加とさせていただきます
※研修内容は2回とも同内容です

参加申込締切： 2022年 10／4（火）

参加申込締切： 2022年 11／21（月）

自信創出研修 オンライン配信

2022.10/20（木）,12/6（火）

県内で働く女性《参加対象》

※広島県が定めるガイドラインに沿って運営を行います。　※マスクを着用の上、ご来場下さい。
※感染症拡大の状況により急遽、内容を変更する場合があります。

リアル開催イベントにおける新型コロナウイルス感染症対策について

各イベントの定員について 応募者多数の場合は抽選とさせていただき、メールにて結果をご連絡いたします。


