
課題把握や提言能力を身につけ、まちづくりへの参画、それぞれの
地域におけるネットワークづくりを目指します。

地域女性リーダーコース

あおもり
ウィメンズアカデミー
男女共同参画に関するさまざまな課題に意識をもって取り組
み、地域および企業等で活躍できる女性人財を育成します。

県内で活動する団体の方々と力を合わせ、
誰もが自分らしく生きられる「男女共同参画
社会」について、楽しみながら学べる場を提
供します。
性別や年代を問わず、ともに集い、考え、語り
合いましょう。

男女共同参画
フェスティバル2019
アピオあおもり秋まつり

県内6地域にある男女共同参画ネットワーク
の各団体および地域の住民が、地域における
男女共同参画の課題について気づき、考える
場として学習会等の開催を支援します。

それぞれの地域で関心の高いテーマについての
学習会を開催予定です。
11月のアピオあおもり秋まつりでは、各地域で
実施した内容について持ち寄り、情報交換の場
を設けます。

地域男女共同参画
ネットワーク活動支援

指導的地位や意思決定する立場への参画やキャリアップに役立つ
方法を学びます。

講座と実践の2部構成で、お父さんが子どもとの時間を楽しむ方法
を伝授します。

家事等は、性別に関わらず誰もが取り組めることを体感するため
の講座を開催します。

令和元年 9月～11月　全3回
30名程度
県内企業・団体において今後管理職・リーダー等となる
ことを期待する女性。原則として全講義受講できる方。
中小企業等に女性の人財育成研修として周知し、
企業からの推薦書により受講生を決定します。

○期　　間
○定　　員
○対　　象
　
○募集方法

令和元年6月～11月　全6回 + 修了式
（その他オプション講座も受講できます）
各地域15名
県内在住の18歳以上の女性（※託児あり）
令和元年6月18日（火）必着
FAX・メール・郵送にて受講申込書を提出

○期　　間

○定　　員
○対　　象
○申込締切
○応募方法

【会場：外ヶ浜町／大間町】

働く女性リーダーコース
【会場：アピオあおもり】

家事等体験交流講座 【会場：アピオあおもり】

【会場：アピオあおもり 2F イベントホール・大研修室 1】

《令和元年 12月開催予定》

《令和2年2月1日(土)開催》

情報ライブラリー

男女共同参画に関する
さまざまな情報を
収集・保存・提供します
男女共同参画に関する図書、行政資料、雑誌、映像資料
などを収集し、提供しています。

情報誌「クローバーあおもり」
「LIBRARY NEWS」の発行
県内の男女共同参画に関する情報
発信として、情報誌「クローバーあお
もり」を年2回（8月・2月）発行してい
ます。
「ライブラリーニュース」では、時事
性に富んだテーマで「生き方」に関
する図書などを紹介しています。

休室日：毎週水曜／年末年始／蔵書点検期間
お問い合わせ：TEL 017-732-1024

月～土・・・・・9：00～19：00
日／祝・・・・・9：00～17：00開室時間

県内で開催されるさまざまなイベント等の場で、男女共同参
画に関するクイズや意識調査をします。

就労・起業・ボランティアなど、いろいろな分野で活躍する女
性（モデル的人財）を取材し、当センターのホームページや
情報誌などで紹介します。

●おでかけ啓発事業

※詳しくはお問い合わせください。

ワーク付き上映会

イベントホールプログラム

【対　談】（仮題）
「人生100年時代をいきいき輝く
～コンピューターおばあちゃんvsソウルフードおばあちゃん～」
【対談者】

若宮　正子（わかみや　まさこ） さん

桑田　ミサオ（くわた　みさお） さん

令和元年度 青森県いきいき男女共同参画
社会づくり表彰式

※詳細については決定次第、HP等でお知らせします。

※詳細については決定次第、HP等でお知らせします。

（デジタルクリエイター、アプリ「hinadan」開発者）

（「ミサオおばあちゃんの笹餅」製造者）

【聞き手】
吉町　友美さん（フリーアナウンサー）

男女共同参画社会の実現に向けて、顕著な功績の
あった個人及び団体の功績を讃えるとともに、男女
共同参画社会づくりに対する県民の一層の関心を
高めるため、知事表彰を実施しています。

【学習会等開催地】

手話通訳あり

託児あり

●女性ロールモデルの事例紹介

◆作品名：未定　◆会場 ：アピオあおもり

◆作品名：「おひとりさまを生きる」　◆会場：板柳町

●展示パネル貸出　●パッケージ図書貸出
●出前図書貸出

講　師　新藤　潤一さん
（NPO法人　ファザーリング・ジャパン東北青森支部副代表）

○日　　時
○定　　員
○対　　象

令和元年 7月14日（日）10：00～12：00
先着30組
県内に住む3～6歳児とその父親・祖父

○開催予定
○対　　象
○そ の 他

令和元年 12月～令和2年1月
未婚の男女　○定　　員　　各10名
材料費は実費分を負担していただきます。

学習・人財育成 普 及 啓 発 情 報 提 供

育児等体験交流講座

受講料
無料

男性の家事・育児参画促進講座

イクメン☆チャレンジ塾

〇活動紹介ブース
〇ワークショップブース
　まなぶ／考える／あそぶ／体験する
〇テーマ館
（国際交流／健康／ダイバーシティ／女性に対する暴力の根絶）

〇飲食物販売
〇センター主催ワークショップ

主な内容…（予定）
託児あり

託児あり参加無料

［開催決定］

9：30～15：30
11月9日（土）

アピオあおもり 
地域ネットワーク加入団体・個人
及び市町村担当者

○場　　所
○対　　象

地域ネットワーク
情報交換会

11月9日（土）

下北地域・・・未定

西北地域・・・五所川原市

東青地域・・・外ヶ浜町

上十三地域・・・六ヶ所村

中南地域・・・大鰐町

三八地域・・・階上町

下北地域・・・未定

西北地域・・・五所川原市

東青地域・・・外ヶ浜町

上十三地域・・・六ヶ所村

中南地域・・・大鰐町

三八地域・・・階上町

受講生
募集中！

開催
予定

（令和元年 5月現在）



～新しい人生の一歩のために～

017-732-1022

女性が抱える
さまざまな悩みについて
お話をうかがいます
家庭や職場、地域などで、女性が抱えるさまざまな
悩みを共に受けとめ、あなた自身の考えを大切に
してお話をうかがいます。また、ドメスティック・バ
イオレンス（DV）について、女性の人権を守る立場
から安全に配慮して支援します。

相　　談

調 査 研 究 防 災 対 策

女性弁護士がお話を伺います。弘前市（年 3回）、
八戸市（年 3回）、十和田市（年 1回）でも開催。

電話相談／面接相談≪要予約≫

アピオあおもりは、一人ひとりが個人として尊重され、共に支え合う男
女共同参画社会・子育て支援社会の実現をめざして、県民のさまざま
な活動を支援するための拠点です。

〇法律相談　毎月第２・第４火曜日≪要予約≫

〇一般相談

青森県男女共同参画センター

青森県男女共同参画センター［年間事業のご案内］

ＤＶ相談・支援者向け講座

パープルリボンキャンペーン

女性臨床心理士がお話を伺います。
〇こころの相談　毎月第３木曜日≪要予約≫

※ご予約のお電話も、上記電話番号へお願いします。
　詳しくはHPをご覧ください。

〒030-0822 青森市中央 3丁目 17-1アピオあおもり

各事業のお申し込み・お問い合わせ

相談専用電話（9：00～16：00）

※毎週水曜／年末年始を除く

【会場】むつ市下北文化会館集会室1

大谷真実弁護士
令和元年7月30日（火）10：00～12：00
女性のみ（20名）
青森県男女共同参画センター

○講　師
○日　時
○対　象
○申込み

令和元年7月30日（火）12：30～14：30
女性のみ（先着4名）
法テラス青森（資力要件確認のため）
TEL 050-3383-5552

○日　時
○対　象
○申込み

詳細が決まり次第、HP等でお知らせいたします。

Twitter　　　facebookも随時更新中

講座はすべて事前申し込みが必要です。
やむを得ない事情により、事業内容、日程が変更になる場合がございます。

あらかじめご了承ください。

アピオあおもり 2019
青森県男女共同参画センター相談室
（配偶者暴力相談支援センター）

I N F O R M A T I O N

女性応援法律講座＆法テラス青森無料法律相談

7月30日（火）開催

11月12日～11月25日

法律を知って前向きに生きよう

◆女性応援法律講座

◆法テラス青森無料法律相談

〇青森県観光物産館アスパム　パープルライトアップ
　この期間に、アスパムをパープルに点灯します。
〇パープルリボンキャンペーン
　青森県内で、啓発活動を実施します。

女性に対する暴力をなくす運動期間

11月開催予定

青森県男女 検 索

TEL：017-732-1085　FAX：017-732-1073
E-mail：danjokouza@apio.pref.aomori.jp
HP：www.apio.pref.aomori.jp/gender/

Aomori Gender
Equality Center 2019

青森県男女共同参画センター及び青森県子ども家庭支援センターは、
指定管理者青森コミュニティビジネス株式会社が受託・運営をしています。

①地域における男女共同参画推進のための調査研究 男女共同参画の視点に立った
防災対策

地域活動団体リストの作成に向けて、アンケート調査等
を行います。
②企業で行うセミナー等のカリキュラム、
　県内講師リストの作成
女性活躍等に取り組もうとする企業などからの、セミ
ナーのカリキュラム、講師の相談・問合せに対応します。

市町村、自治会等で開催する男女共同参画の視点
に立った防災施策についての研修会に、センターか
ら講師を派遣します。（年間3団体まで）

託児あり


