特定非営利活動法人 全国女性会館協議会

第62回全国大会in沖縄
どなたでも
参加できます
きら

ひとりひとりが煌めく
フェアな社会を目指して
基調講演 (開始14：00)
「女性活躍推進社会の光と影
－ジェンダー公正をめざして－」
講師：上野千鶴子氏
（社会学者・東京大学名誉教授・
認定NPO法人ウィメンズアクションネットワーク（WAN）理事長）
1948年富山県生まれ。京都大学大学院社会学博士課程修了。
1993年東京大学文学部助教授（社会学）、1995年から2011年3月まで、東京大学大学院人文社会
系研究科教授。2011年度から2016年度まで、立命館大学特別招聘教授。
専門は女性学、ジェンダー研究。この分野のパイオニアであり、指導的な理論家のひとり。
近年、高齢者の介護とケアの分野に研究領域を拡大している。
1994年『近代家族の成立と終焉』（岩波書店）でサントリー学芸賞受賞。
2011年度、「朝日賞」受賞。受賞理由「女性学・フェミニズムとケア問題の研究と実践」
菅野勝男撮影

日程

平成30年

12月８日（土）12：30～18：50
情報交換会 19：00～21：00

12月９日（日） 9：30～12：00

会場

沖縄県男女共同参画センターてぃるる
〒900-0036 沖縄県那覇市西３丁目１１番１号

沖縄県男女共同参画センター
マスコットキャラクター

「 てぃるるちゃん」

主催：特定非営利活動法人全国女性会館協議会
沖縄県男女共同参画センター「てぃるる」管理運営団体
（公益財団法人おきなわ女性財団と株式会社かりゆしエンターテイメントによるJV（＊））
共催：沖縄県、沖縄県女性団体連絡協議会
（＊）JV：複数の異なる企業等が共同で事業を行う組織

お問い合わせ ： (公財）おきなわ女性財団 TEL 098-868-3717 / FAX 098-863-8662

特定非営利活動法人 全国女性会館協議会

第62回全国大会

1日目 12月8日（土）
12：00～12：30
12：30～13：50

14：00～15：30

15：30～15：40
15：40～17：40

17：40～18：00

受付
開会
○オープニングイベント ヴォイスアンサンブルユニットおから
○挨拶
○来賓祝辞
○第12回事業企画大賞表彰式
（１）基調講演
「女性活躍推進社会の光と影 －ジェンダー公正をめざして－」
講師：上野 千鶴子 氏
（社会学者・東京大学名誉教授・WAN理事長）
休憩
（２）パネルディスカッション
「女性活躍推進社会の光と影 －ジェンダー公正をめざして－」
パネリスト
新垣 誠 氏（沖縄キリスト教学院大学人文学部長）
喜納 育江 氏（琉球大学教授 琉球大学ジェンダー協働推進室長）
ﾏﾁ・ﾃﾞｨﾙﾜｰｽ 氏（沖縄科学技術大学院大学OIST
男女共同参画・人事担当副学長）
コーディネーター
上野 千鶴子 氏（社会学者・東京大学名誉教授・WAN理事長）
休憩

会 場
ホール（１F）

ホール（１F）

ホール（１F）

18：00～18：50

全国女性会館協議会 今後の予定および活動内容報告

会議室（２Ｆ）

19：00～21：00

情報交換会

ホール（１Ｆ）

申込

「参加申込書」に必要事項をご記入の上、郵便、FAX、またはEメールに添付してお申し込み下さい。
「参加申込書」は、以下からダウンロードできます。
１日目の開会行事・基調講
▶ 全国女性会館協議会ホームページ：http://j-kaikan.jp/top/
演・パネルディスカッションは
どなたでも無料でご参加いた
▶ おきなわ女性財団ホームページ：https://www.okinawajosei.org/
だけます。
※一時保育をご希望の方は、その旨を申込時にご記入下さい。

大会参加費
申 込
問い合わせ先

○全国女性会館協議会会員､（公財）おきなわ女性財団賛助会員：無料
○非会員の参加者について（非会員の女性関連施設職員、行政担当職員、関心のある方）
１日目：無料 ２日目：1,000円（当日お支払い下さい）
（公財）おきなわ女性財団（〒900-0036 沖縄県那覇市西3-11-1）
TEL 098-868-3717 / FAX 098-863-8662
申込締切
Eメール：kouza@okinawajosei.org

10/31（水）
情報交換会（12/8）
参加費：１名 5,000円
会 場 ：沖縄県男女共同参画センターてぃるる
ホール（1F）
参加希望者は「参加申込書」にてお申し込み下さい。
（非会員の方もご参加いただけます。）
＊当日現金でお支払い下さい。
＊11月22日以降のキャンセルはお受けしかねます。

分科会
情報交換会

11/22（木）
基調講演
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

一時保育
対象：6ヶ月～未就学児
定員：先着５名
※11月22日（木）まで要申込
【保育料】 500円／１回

2日目 12月9日（日）
9：20 ～ 9：30
9：30 ～ 11：30

受付

会 場
各会場

（３）分科会
①女性リーダー養成
情報提供者：福岡県男女共同参画センターあすばる

研修室（３F）
会議室（2F）

②男女共同参画センターのネットワークの可能性
情報提供者：（公財）せんだい男女共同参画財団
③日常的暴力被害と精神科疾患
竹下 小夜子 氏（精神科医）
④「JKビジネス」の状況
矢野 恵美 氏（琉球大学法科大学院教授）
11：30 ～ 11：45

休憩

11：45 ～ 12：00

閉会

ホール（１F）

〇挨拶

各専門分野の講師、先駆的な取組をする男女共同参画センター等を迎え、現状と課題を学び今後
の取組みに活かします。
①女性リーダー養成
福岡県男女共同参画センターあすばるの取組を紹介し、女性リーダー養成の為、男女共同参画セ
ンター等がどう事業展開していくか考えます。
②男女共同参画センターのネットワークの可能性
男女共同参画センター同士のネットワークはどのような可能性を拓くのか、センター同士のネッワー
クはセンターが立地する地域社会やセンター利用者にどのようなメリットをもたらしうるのかについて、
大規模災害時の相互支援システムの意味等を含めて検討します。
③日常的暴力被害と精神科疾患
女性に対する暴力などの課題解決を目指し、DVの被害を受けている人たちへの理解を深め、DVの
特性、人権に関する知識の習得を図るために行います。
男女共同参画センターの相談支援のあり方について考えます。
④「JKビジネス」の状況と支援のあり方
「JKビジネス」の問題は、性犯罪等につながる可能性が強く、未成年者の人権問題に深く関係してい
るにも関わらず、なかなか国が問題視するに至りませんでした。そのため、未だに法的支援策は十分で
はなく、一部の地域では、条例での対応を始めています。男女共同参画センターができる取組みとして
は、女性相談以外にも学校現場との連携により実態を明らかにすることや啓発活動を実施すること、そ
して、メディアや行政に発信することで、社会課題の解決につなげていくことが考えられます。

資料情報交換コーナー
各施設の広報、情報共有を図るために資料情報の交換
コーナーを設置します。11月30日（金）までに沖縄県男女共
同参画センターあてに送付または当日にご持参ください。
100部程度までとし、残部は大会終了後、各自でお持ち帰り
ください。

宿泊等について
ご自身で手配をお願いします。
年末の為、宿泊先はお早めに手配さ
れることをお勧めいたします。
また、館内に飲食施設はありません。

全国女性会館協議会

第62回

全国大会in沖縄

参加申込書

ふりがな

氏 名

所属
（会館名・団体名）

全国女性会館協議会

会員 ・ 一般

おきなわ女性財団

賛助会員 ・ 一般

※どちらかに○をつけてください
※どちらかに○をつけてください

住所

連
絡
先

電話

FAX

E-mail

一時保育
（６ヶ月～就学前）

子どもの
氏名

子どもの
年齢

西暦
（

年
歳

月生まれ
ヶ月）
一時保育

参加申込する項目に○をおつけください

参加希望の有無

●12/8（土） オープニングイベント・基調講演

参加する ・ 参加しない

要 ・ 不要

●12/8（土） パネルディスカッション

参加する ・ 参加しない

要 ・ 不要

●12/8（土） 情報交換会 ※参加費：5,000 円（当日支払）

参加する ・ 参加しない

●12/9（日） 分科会
※参加費：1,000 円（当日支払、但し会員、賛助会員は無料）

参加する ・ 参加しない

①女性リーダー養成
要 ・ 不要

②男女共同参画センターのネットワークの可能性

参加する分科会

③日常的暴力被害と精神科疾患

① ・ ② ・ ③ ・ ④

④「JK ビジネス」の状況

備考

全国女性会館協議会会員のみご記入ください
分科会への
運営協力

可

・

不可

情報交換コーナー資料

事前送付 ・ 持参 ・ なし

アクセス
■国内線旅客ターミナル～県庁北口
●那覇バス【市外線２５番】
●琉球バス【市外線９９番】
●沖縄バス・琉球バス【市外線１２０番】

□パレットくもじ前～三重城
○那覇バス【市内線１・２・５・１５番】
○那覇バス【市外線４５番】

８日のみ
臨時駐車場があります。
10：00~22：00使用可

旧免許センター
跡地

臨時P

