
リーブラのマークは、「男女平等」の願いをこめた「てんびん座（リーブラ）」を
モチーフにしています。 

港区立男女平等参画センター リーブラ 

２０１３年７月号 ＶＯＬ．４７ 

 掲載した講座などのくわしい情報は、ホームページで。 リーブラ 検索 

１.   リーブラ・インターンシップ2013 

「世の中のために働く‐発見・発案・発信」 

 学生同士の交流も盛り込みます。仕事と社会
貢献について、じっくり考えてみませんか。学
び、発見、理解、交流を通じて、判断力・対話
力・企画力・実行力を磨くチャンスです。 

  目次 
1. 夏のインターンシップ2013のお知らせ 
２～３. 講座案内   
４. 区内企業向け出前講座のご案内について 
５. 7月の新着図書 
６. リーブラ便り紙面構成変更のお知らせ 
７. リーブラ相談室 ～心のサポートルーム便り～ 
８. 男女平等参画情報   

主なプログラム 
8月28日（水）＜1日目＞ 
・リーブラ紹介 
・男女平等参画の基礎知識 
・小島希世子さん（㈱えと農園代表） 
講演「職と食をつなぐ」 など 
 
8月29日（木）＜2日目＞ 
・ワークショップ「社会のためになる仕
事を考える」 など 
 
8月30日（金）＜3日目＞ 
・ワークショップ成果発表 
・ブックトーク（高畠克子さん、西山さ
つきさん）『ＤＶはいま―協働による個
人と環境への支援』 主催・会場：公益
財団法人日本女性学習財団 など 
 
【9月以降】（２日間程度） 
ワークショップ成果を基に、参加学生に
よる打合せや検討を重ねた上で企画を実
施します。 

 今年も就業前の学生（高校、専門学校、短期大学、大学、大学院）を対象にしたインターンシップを開催し
ます。講演、ワークショップ、ブックトーク（日本女性学習財団主催）などで構成されるプログラムの他、参
加学生自身による企画の立案・実施までを盛り込んだ5日間程度のプログラムです。 

 主なプログラムは、以下の通りです。 
 「職と食をつなぐ」仕事をなさっている小島希世子さ
んによる講演を聞きます。ワークショップでは社会貢献
を念頭に置いた課題に取り組み、企画を考えます。3日
目には、ワークショップの発表を行うほか（公財）日本
女性学習財団主催のブックトークに参加し、暴力被害と
防止をめぐる協働について学びます。これらの経験を、
4日目以降に行う企画の推進と実施につなげていただき
ます。 

日程：  
 
会場： 
対象： 
 
定員： 
費用： 
申込： 
 
備考： 

2013年 8月28日（水）～30日（金） 
→9月以降は、学生自身の企画立案・実施のために2日程度 
港区立男女平等参画センター 4階 集会室 他 
男女平等および社会のためになる仕事に興味を持つ就職前
の学生（高校、専門学校、短期大学、大学、大学院など） 
20名程度 
無料 
現在募集中。電話、FAX、メールまたはリーブラ3階受付
窓口にて。先着順。 
詳細についてはチラシを必ずご覧ください。通学先への手
続きや事前の書類提出などについてはご相談ください。 



3. 講座案内（リーブラ主催） 

 リーブラでは、港区内の企業の発展･活性化、事業
所に勤務されている区民一人ひとりが、個性を尊重さ
れ能力を発揮できる環境整備や、情報･知識の提供な
どを目的として、出前形式での無料研修を実施してい
ます。 

 ２. 講座案内（リーブラ主催） 

8月の“ふらっとリーブラ” 

親子で楽しむ落語会「笑う門には福来る」 

 全国各地で「親子落語」を実施し、
「笑うことの大切さ」「言葉のキャッ
チボール」「違いを認め合う」ことな
どを小噺を交えて伝えている三遊亭好
太郎師匠がリーブラに登場！ 落語独
特の“仕草”の紹介もたくさん！ 
  小学生には舞台に上がり、好太郎
師匠から教わった“仕草”に挑戦する
時間もあります！ 
                            ■講師：三遊亭 好太郎 さん 

    寄席やテレビ･ラジオなどで活躍中の真打。寄席  
    や独演会活動の他、毎年、全国の障がいのある子 
    どもたちにも落語を届けています。１児の父。 
■日時：8月16日（金）14:00～15:30 途中休憩あり 
■会場：リーブラ 5階 ホール 
■対象：主に小学生と保護者（小学生 
    のみの参加も可。ただし1～ 
    ３年生は大人の送迎が必要） 
    その他、落語を聞きたい人な 
    ら誰でも。 
■定員：40名（先着順） 
■参加費：無料 
■保育：4ヶ月以上未就学児対象、要申込。 
    定員あり。先着順。8月6日（火） 
     まで。 
■申込：7月11日（木）受付開始。電話･FAX･Eメール･
リーブラ窓口にて。氏名･住所･電話番号･子どもは学年（1 
～3年生のみで参加の際は送迎の大人の名前も）を明記。 

 ４.  区内企業向け出前研修のご案内について 

●研修のテーマ 
※下記は一例です。詳細な内容はご相談ください。 

●本研修の特徴 
・研修実施費用が実施１回目のみ無料！ 
・社内での開催も可能なので、参加者の移動などが 
 必要ありません。 
・各テーマの専門家をご紹介します！ 事前に打合 
 せを行うことも可能です。 
・内容のカスタマイズが可能です！ 社員向け･総務 
 人事担当者向け･管理職向けなどに変更可能です。 

●お問い合わせ先 
港区内企業向け研修担当  
 野村・中村 
TEL：０３－３４５６－４１４９ 
FAX：０３－３４５６－１２５４ 

① 仕事の効率を上げて ワーク･ライフ･バランス 
日常業務の棚卸しから改善できる要素を洗い出し、仕事の効率
を向上させます。ワーク・ライフ・バランスに有効な相乗効果
を生み出します。 

② 女性のためのキャリア＆ライフデザイン 
中堅女性社員が自身の能力向上と発揮・活用について、個人の
生活と仕事とのバランスのとり方も含めて学ぶ講座です。 

③ 自分で描く「自立･自走のキャリアプラン」 
自分の強みは何か？ これから先どうありたいか？自分としっか
り向き合い、社員自らがキャリアを構築できる方法を学びます。 

④ 女性の活躍推進 
企業の活性化と成長には女性社員の積極的な登用がカギです。
女性社員や女性管理職の活用と定着について有効な方法をご紹
介します。 

⑤ パワハラ･セクハラのない職場づくり 
パワハラ･セクハラの発生を未然に防ぐ認識の持ち方や、発生し
た場合の社員の心のかケアなど、ハラスメントのない組織作り
への具体策を示します。 

⑥ 今から備える！ 大介護時代 
介護を理由に退職する方が増えています。社員の就労継
続を目的に制度構築･運用法を学びます。 

 本事業の詳しい内容に
ついては、出前研修専用
のチラシを配布していま
す。 
 下記の担当にまで、お
電話等でもお問い合わせ
いただけます。 

おとなになったら、何になる？ 
   －親子でシゴトについて考えよう！ 

 若者の就職難、就職後の早期離職がマスコミで報道 
され、近年社会問題となっています。どうしたら子ど 
もたち一人ひとりが自分に合った職業や働き方を見つ   
      けられるのでしょうか？ この講座では 
        自分の関心がある分野をゲーム形式の 
        ワークショップで知り、その関心を 
                 どのように仕事に結びつけていくかにつ 
                   いて学びます。 
                 親子でもお子さんだけでも参加できます！ 
               夏休みのお出かけにどうぞ！！  

■講師：NPO法人キーパーソン21 ファシリテーター 
■日時：7月27日（土）13:30～16:00 
■会場：リーブラ ４階 集会室１･２･３ 
■対象：小学校4～6年生･中学生･高校生とその保護者。       
    その他、子どものキャリア教育に関心のある方。 
    子どもだけの参加も受付けますが、ご自宅と会場 
    の往復において、お子さんの安全は保護者が 
    責任を持って行ってください。 
■定員：30名（先着順） 
■参加費：無料 
■保育：4ヶ月以上未就学児対象、要申込。 
    定員あり。先着順。 
    7月17日（水）まで。  
■申込：6月24日（月）受付開始。電話･ 
     FAX･Ｅメール･リーブラ窓口にて。 
    氏名･住所･電話番号･子どもは学年を明記。 



発行日：２０１３年６月２２日   

６. リーブラ便り紙面構成変更のお知らせ 

発行元 港区立男女平等参画センター リーブラ 

住所 〒108-0023  港区芝浦３－１－４７ 

TEL ０３－３４５６－４１４９ 

FAX ０３－３４５６－１２５４ 

HP http://www.minatol ibra. jp/  

施設利用時間 

月 ～ 土 曜 日 ９：００～２１：３０ 
日     曜      日 ９：００～１７：００ 
＊祝祭日は、曜日通りの開館です。 

窓口受付時間 
月 ～ 土 曜 日 ９：００～２０：００ 

日     曜      日  ９：００～１６：００ 

心のサポートルーム便り 
７.  リーブラ相談室      

●休館日情報● リーブラの次の休館日は、8月4日（日）です。 

専門カウンセラーの一般相談 
   火曜日 16:00 ～ 20:00 
  水曜日 10:00 ～ 16:00 
  金曜日 10:00 ～ 16:00 
  金曜日 18:00 ～ 21:00 

 ＜対象＞ 
 どなたでもご利用できます。  

  弁護士の法律相談  
  

＜対象＞ 
 港区在住･在勤･在学の  
 方で一般相談（面談）を 
 ご利用されている方。 
 
詳しくは相談室専用電話に
てお尋ねください。 

☎ ０３－３４５６－５７７１ （相談室専用電話）         

・一般相談は電話相談と面接相談があります。 
・電話相談は直接お電話ください。 
 面談のご予約は相談室専用電話へお電話ください。 
・相談は無料。 
・秘密は厳守いたします。 

 港区では平成21年度から6か年の「港区障害者計
画」を策定し障害者の自立と社会参加を推進しています。 
また平成24年には、障害者自立支援法一部改正に伴い
同年4月「障害者総合相談支援センター」を設置し、地
域の相談支援体制の強化を図っています。リーブラ相談
室では、障がいを抱えた方々の相談や、ご家族の抱える
問題など、どのようなご相談も地域の相談拠点とも連携
を図りながら、カウンセラーが担当します。弁護士の法
律相談では、ご希望によってカウンセラーも同席し、相
談者をサポートします。 
 秘密は厳守しますので、一人で悩まず、まずはお電話
ください。 

 毎月、リーブラの最新情報をお伝えする「リーブラ
便り」。このたび、最新の情報をより多くの方に、手
に取りやすい形でお届けできるよう、先月号より紙面
構成を変更させていただきました。 
 
●主な変更点 
①新着図書紹介との統合 
 これまでのリーブラ便りは、新着図書を紹介する別
紙を差し込んでいる形でした。このたび、新着図書情
報をリーブラ便り本紙内に統合いたしました。 
 Ａ３サイズにまとめることで、講座と図書両方の情
報を一時に見れます。また、持ち帰りやすい形での情
報提供を意識した構成にしています。 

②開催予定講座の情報発信 
 講座の報告も掲載していましたが
今後、リーブラ便りでは開催予定講
座を主に掲載することとしました。
現在、情報提供の情報を抜本的に見
直しており、講座の報告に関する情
報は、より多くの方に閲覧いただけ
るよう、電子データやホームページ
などでの提供を念頭に置いた改善に
ついて検討を進めています。 

 主に開催予定の講座に関する詳しい情報や、男女平
等参画に関する情報を、皆さまにわかりやすくお伝え
すべく、便りを発行してまいります。 
 今後ともよろしくお願いいたします。 

８. 男女平等参画情報 ～女性手帳配布中止について～ 

 「生命と女性の手帳（女性手帳）」ですが、5月28日に内閣府が配布中止を発表したのは、記憶に新しいで
きごとです。ことの発端は、少子化相の下に置かれた有識者会議「少子化危機突破タスクフォース」で浮上し
たアイディアでした。30代後半になると一般的に女性は妊娠しにくくなるといった医学的知識を盛り込むと共
に、個人の健康記録も書き込める手帳を思春期の若者や若い女性を中心に配布し、妊娠･出産を望む女性が時期
を逸して後悔することのないように啓発するという目的で計画されていました。 
 1990年代以降、少子化に危機感を抱いた政府は様々な政策を打ち出してきました。にもかかわらず出生率
は下がり続けました。そこで女性手帳が提案され、少子化対策の一つとして打ち出されたのです。 
 それに対し、妊娠･出産というきわめて個人的なライフイベントに国が介入すべきでないと、女性団体からの
強い反発や、女性個人からも多くの反対意見が寄せられ、配布は中止となりました。 
 そんな中、6月5日には厚生労働省から「人口動態統計」が発表され、2012年の合計特殊出生率は1.41と
前年より0.02ポイント微増とされました。出生数を母の年齢別にみると、20代以下は前年に比べ減少してい
ますが、30代以上はいずれも増加しており、30代前半が最も出生数が多く367,651人、30代後半が
225,443人、40代前半が42,028人の出生数となっており、出産年齢の上昇は顕著です。 
 出産は色々な意味において女性の人生の一大イベント。たとえ高年齢で出産しても、女性が自分らしい生活
を送ることができるよう、リーブラは様々な形で支援していきます。  


