平成 29 年度八尾市男女共同参画センターの講座

受講者
募集中

あなたの力を活かしませんか？

八尾の輝く女性活躍推進プロジェクト 2017
八尾市男女共同参画センター「すみれ」では、
「地域で何かを始めてみたい！」「地域に何か貢献したい！」と思う女性を対象に、
リーダーシップや企画力を身につけ、思いをカタチにして、実現にむけて一歩踏み出すプログラム
『八尾の輝く女性活躍推進プロジェクト』を実施しています。
今年度も、『八尾の輝く女性活躍推進プロジェクト 2017』を行います。
自分の好きなこと、得意なことを仕事や活動などのカタチにしていくために、
アイデアや思いつきを企画書にまとめたり、
自分の思いをカタチにしてワークショップフェスタに出店したり、
学びから実践までの３つのステップのあるプログラムです。

STEP３
ワークショップフェスタ
STEP２

事業プログラム内容

ワークショップフェスタ
実行委員会

STEP1
地域における

①出店説明会

女性リーダー養成講座（全４回）

②事前準備と勉強会

「好きなこと、得意なことを

【日程】① 9月 6日

カタチ（仕事・活動）にしよう！」

②10月18日

【日程】6月21日～7月12日
※プログラムの詳細は中面をご覧ください。

【講
師】
リー・ヤマネ・清実 さん（中小企業診断士）
【受 講 料】
無料
【定
員】
各２５人
【時
間】
10：00～11：30（ＳＴＥＰ1・2）
【対
象】
市内在住・在勤・在学の女性
【申込み・問合せ】
男女共同参画センター「すみれ」
ＴＥＬ/ＦＡＸ

０７２－９２３－４９４０

〒581-0833 八尾市旭ヶ丘 5-85-16
八尾市生涯学習センター「かがやき」学習プラザ４階
（開所時間）午前９時～午後５時
休所日は、日・月曜日、祝日、年末年始。ただし、月曜日が祝日の場合は、その翌日以降の直近の平日も休所。

☆お電話、または来館にて申し込みください

「思いをカタチにして、
実践してみよう！」
①ワークショップフェスタ
②振り返り会（反省会）
【時期】11月に開催予定

八尾の輝く女性活躍推進プロジェクト 2017

事業プログラム

[定

員]各回 5 人（申込順）

[対

象]生後 3 か月～小学 4 年生まで

[保 育 料]1 人目 500 円、2 人目 250 円、3 人目～無料
[申込締切]各講座開催日の 10 日前まで。（休日の場合は、直前の開所日まで）

ＳＴＥＰ１

地 域 における女性リーダー養 成講座 （全４回）

『好きなこと、得意なことをカタチ（仕事 ・活 動）にしよう！』

自分の好きなこと、得意なことを活かして地域で活動や活躍するために必要な知識や、リーダー
シップ、企画力等について実践的に学び、STEP３のワークショップフェスタへの参加をめざします。
一人ひとりの思いや力がつながりあうと、地域を元気にするための大きなパワーになります。
思いを企画書としてカタチにして、企画力やリーダーシップを身につけましょう！

第

イントロダクション

1回

6 月 21 日（水）
第

2回

6 月 28 日（水）

第

アイデアや思いつき、ビジョンを言葉にして事
業計画として考えてみよう！

思いをカタチにする企画力（２）

4回

7 月 12 日（水）
申込受付

リーダーシップと
自分の思いをカタチにするために必要な力

思いをカタチにする企画力（１）

3回

7 月 5 日（水）
第

今の時代に求められる
リーダーシップのあり方について学ぼう！

あなたの思いを企画書としてまとめてみよう！

平成 2９年６月１日（木）～

ワークショップフェスタ実行委員会 （全２回）

ＳＴＥＰ２

11 月 に開 催 する『八 尾 で輝 く女 性 たちのワークショップフェスタ』に出 店 する女 性 を対 象 に、
出 店 にむけての準 備 と課 題 の洗い出 しを行 うとともに、フェスタの運 営 者 としての当 日 の役 割 分 担
などについて考えます。

■第１回実行委員会 『ワークショップフェスタ出店説明会』

9 月 6 日 （水） フェスタにむけて、出店に関する注意事項等の説明、
それぞれの課題の洗い出しと必要な準備について考えます。

■第２回実行委員会 『ワークショップフェスタ準備＆勉強会』

10 月 18 日（水）

フェスタ当日の役割分担や出店にむけての勉強会を行います。

対

象

ワークショップフェスタに出店を希望し、原則全２回参加できる女性

定

員

2５人（８月上旬申込み開始。申込み締切後、出店者決定予定。）

ＳＴＥＰ3

八尾 で輝 く女性 たちのワークショップフェスタ

１１月開催予定

『思いをカタチにして、実践してみよう！』

STEP１から学んできた、自分の思いをカタチにする実践の場とし
て、ワークショップフェスタを開催します。実際にやってみることで、
思いを実現するための一歩を踏み出しましょう！

■振り返り会（反省会）

ワークショップフェスタ開催後日

ワークショップフェスタに出店 した女性を対 象に、フェスタでの出 店 ブースの運 営状 況や結果 などに
ついて振り返り、これからの活 動にむけて、各 自 の課 題の洗 い出 しと、あらためて、自 分の望む活 動の
在り方や方向性を確認します。

番外編

ネットワーク交流会 ～地域における女性リーダー同窓会～

１２月上旬予定

今年度の八尾の輝く女性活躍推進プロジェクトの受講者と、平成 27 年度からの地域における女性リー
ダー養成講座の受講生を対象に、資格や特技を活かして活動している人と、これから活躍したい人との
同窓会＆交流会を行います。

平成２８年度の事業プログラム紹介
平成２８年度は、STEP１：地域における女性リーダー養成講座に続き、オブザーバー
として地域団体や企業の方にもご参加いただいた STEP２：企画・運営会議、受講生が
考えた企画の発表や参加者みんなで交流した STEP３：輝き“シェア”フォーラムを実施
しました。様々な活動をしている人、これからはじめようとしている人との交流を通して、
次の一歩を踏み出す勇気が得られたり、参加者同士のつながりの中から活動の幅を拡げるなど、
参加者それぞれの自己実現につながるプログラムとなりました。

輝き〝シェア″フォーラム

STEP２
STEP１

企画・運営会議

地域における女性 リーダー養成講座
リーダーとしての基礎知識の取得

STEP３

リーダーシップ発揮の場

～新たな出会いを通じて、
「輝くワタシ」へ～

リーダーシップと企画力の強化

【参加者の声】


様々なことにチャレンジ精神をもっている方々につながることができ、素敵な出会いの場になりました。



ここで一緒に勉強させていただいた方々は、これからの目標にもなり、大切な同志となるように感じています。



自分を知るきっかけと多くの思いを抱いた方々とふれあえる機会に恵まれ、とても充実したひとときでした。

★インフォメーション★

すみれの講座案内

〇想いが伝わるツールを作ろう！

平成 29 年 7 月予定

～魅力あるフェイスブックやブログ作りのポイント～
分かりやすい文章作成のポイントや、スマートフォンなどでの無料の写真加工アプリを
利用した写真の撮り方・加工の仕方などの知識を身につけ、自分の想いが伝わるツール作
りについて学びます。

〇女性のための起業準備講座

平成 30 年 2 月予定

～個人で仕事をするときに知っておきたいポイント～
講師や自宅サロンなど、特技や資格を活かして仕事をしたい女性のための起業準備講座です。個人で仕事を立ち
上げるときや、仕事を受けるときなど、トラブルを回避するために知っておくべきことについて学びます。

〇ネットショップをはじめてみよう！

平成 30 年 3 月予定

～ゼロから始めるネットショップ開業入門講座～
ネットショップの立ち上げや、商品を販売するときに注意すべきこと、知っておくべきことなど、
ネットショップ開業に必要な基礎知識について学びます。

八尾市男女共同参画センター「すみれ」では、男女がともに個性と能力を十分に発揮していき
いきと活躍できる男女共同参画社会の実現をめざして、各種講座や情報提供、相談などさまざ
まな事業を展開しています。
【申込み・問合せ】男女共同参画センター「すみれ」

ＴＥＬ／ＦＡＸ：０７２－９２３－４９４０

