
※公募により決定

（以上、内閣府のHPより引用）

（以上、静岡県のHPより引用）

内閣府は、「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日である平成11年6月23日
を踏まえ、毎年6月23日から29日までの1週間を「男女共同参画週間」と定め、
様々な取組を通じ、男女共同参画社会基本法の目的や基本理念について理解
を深めることを目指しています。男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、
それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実現するためには
政府や地方公共団体だけでなく、国民のみなさん一人ひとりの取組が必要です。
私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませ
んか？

今年も働く女性の支援を目的とした女性相談員による女性のための労働相談を設置し、安心して働き続けるために必要な情報を
盛り込んだチラシを作成しました。日頃の「あんな悩み」や「こんな悩み」は１人で悩まずに気軽にお電話くださいね！

明治9年7月30日、当時の浜松県榛原郡横岡村等（現在の島田市）の女性が、浜松
県公選民会の代議員選挙の投票を行ないました。これが我が国の女性の選挙権
行使の最初であり、男女平等社会への記念すべき一歩であることから静岡県で
は、この日を「男女共同参画の日」と定めています。（静岡県男女共同参画推進条
例第10条）
今年は記念事業として講演会を開催します。弁護士の仕事と家庭を両立している
大渕愛子さんが、これまでの経験を交え、すべての女性にエールを贈ります。入場
は無料ですが事前の申込が必要です。

平成２７年度キャッチフレーズ「地域力×女性力＝無限大の未来」

参考:静岡県 https://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-150/sannkakunohi.html

参考：内閣府 http://www.gender.go.jp/public/week/

大学在学中に司法試験に合格し、24歳で弁護士になりましたが、
若いことや女性であることから、社会において、一人の弁護士とし
て認められることの難しさを長らく味わってこられた大渕さん。何
度も仕事を辞めたいと思いながらも、逃げていても始まらないと、
一念発起して独立開業されました。講演では、大渕さんのこれまで
の経験を交え、女性が生き生きと活躍できる社会を実現するため
に、自分らしい生き方・考え方について、お話いただきます。

「絶対に幸せになる生き方・考え方」

大渕 愛子 講演会
7月18日(土) 14：30 開演
男女共同参画センター あざれあ大ホール
〈定員〉300人(要事前申込・先着順)
〈託児〉要事前連絡(1才半～就学前まで先着15名)

FAX：054-221-2941（申込用紙はチラシの裏面）
H  P： あざれあナビ →
　　  講座・ セミナー・イベント情報 で検索

静岡県男女共同参画課

054-221-2824

平成27年度　静岡県男女共同参画の日記念事業 

～女性が生き生きと活躍できる社会を目指して～

（アムール法律事務所代表弁護士）

入場無料

お申込み
お問合せ

連 合 静 岡 http://www.rengo-shizuoka.jp/〒422-8067 静岡市駿河区南町11-22 
FAX.054-288-0105 ☎054-283-0105

6月は連合「男女平等月間」6月は連合「男女平等月間」

最新情報はホームページをご覧ください

各地区での活動がますます活発になっています

連帯・協同で安心・共生の福祉社会をつくる

一般社団法人 静岡県労働者福祉協議会

「フードバンクふじのくに」個人賛助会員募集

内閣府では、毎年6月23日から29日までの1週間、
「男女共同参画週間」を実施しています。

静岡県では毎年7月30日を男女共同参画の日として
条例で定めています。

連合では、厚生労働省の「男女雇用機会均等月間」にあわせ、
６月を「男女平等月間」と定めています。

 県労福協のブログ
 「こちら黒金町4階です」 ご意見ご感想はHPのポストまで。

｢労福協だより｣のクイズ応募も受付中!http://plaza3.dws.ne.jp/~scn00855/ http://blog.goo.ne.jp/s-roufuku

静岡県労福協 検索

rofukukyo@mx1.s-cnet.ne.jp

〒420-0851静岡市葵区黒金町5番地の1勤労者総合会館4F　
☎054-221-6241   FAX054-273-3110

特定非営利活動法人フードバンクふじのくに　静岡市葵区宮ヶ崎町53番地　

ご連絡はこちらまで ☎054-248-6177

● ● ● ● ● ●

毎年、来場者は5,000
人を超え。模擬店も大
盛況！出店労組皆様の
手際の良さはさすがチ
ームワーク抜群。どの
ブースも大人気、あっ
という間に完売でした。

静岡地域
労福協まつり
2015年4月26日（日）

静岡市葵区黒金町の丸
伸ビル3階。西側隣の隣
が勤労者会館。駅からも
近く、とても便利な場所。
27人の会議が可能な会
議室を備え、地域に役立
つ拠点として機能発揮し
てくれます。

静岡地域・地区拠点の開所式
2015年3月4日（水）

振り込め詐欺、ヤ
ミ金、食品の安全、
奨学金問題など
消費者を取り巻
く環境は一向に
良くなって い ま
せん。この県民会
議 を「 消 費 者 被
害をなくす静岡

県民会議」として活動を再開していくことになりました。

クレジット・サラ金被害をなくす県民会議
2015年3月6日（ 金）

「3.11あの東日本大震災を忘れ
ない」をテーマに開催。講師は
島田市危機管理監で、元陸上自
衛隊一佐（昔の大佐）の眞鍋さ
ん。災害現場での心構え、対処
方法、人間の心理変化等の講話
に日常防災意識を深めました。

島田榛北地区「防災セミナー」「爆笑落語」

消費者被害・トラブル
にあわないために実
際にあった裁判のお
話や、最近の事例を具
体的に挙げて「悪徳商
法から身を守るため
の予防策」などをお話
いただきました

中遠地域労福協「労働文化講演会」

12チーム49名
が 参 加 。2 ゲ ー
ム個人・団体を
競い合い、盛り
上 が り の あ る
大 会 に なりま
した。日頃の運
動不足・ストレ
ス発散に!

北駿地区労福協「ボウリング大会」

2015年3月14日（土）
370人ほどの親子が参加。「ロラックスおじさんの秘密の種」
映画鑑賞や、大抽選会が行われました。ろうきん榛南支店運
営委員会主催、家族の似顔絵コンクール表彰式も行いました。

第25回親子ふれあいのつどい開催
2015年2月22日（日）

2015年2月6日（金）

「尾木ママ流 子供を伸ばす言葉 ダメにする言葉」が行われ
ました。今回は人気の「尾木ママ」の講演会。子育て中の方
には、とっても気になるテーマ！開場とともに、2階サイドの
席までいっぱいになりました。

浜松市労福協
「福祉講演会」

2015年2月2日（月）

2015年2月18日（水）

「積極前向き人生」と題し落語家の三遊亭歌之介さんが
遊び心を持って前向きに生きることをおもしろおかしく
講演。

賀茂地区労福協「50周年記念講演会」
2015年１月31日（土）

フードバ ンク山 梨 の 米 山
理事長を招き、「未来につ
ながるフードバンク活動」
というテーマで講演。参加
した方から、フードバンク
事 業 の 意 義 が 良くわ かり、
目から鱗 が 落ちたとの 声
がありました。

当日は、フードドライブを実施し、多くの方に家庭に眠
っている余剰食品を寄贈いただきました。

　印字ミスや外箱の破損
など様々な理由で処分せ
ざるを得ない食料は年
間500～800万トンとい
われ、日本の米の生産量
に相当します。一方では
明日の食事にも事欠く人

が増えています。この矛盾した２つの問題を結びつけ、処
分せざるを得ない食料を預かり、本当に食料を必要として
いる人や場所に届けるフードバンク事業を行っております。

「フードバンクふじのくに」の活動を資金面からサポートす
る賛助会員を募集しています。多くの方のご理解とご協力
をお願いいたします。

中遠地域労福協主催のトップセミナー
2015年１月16日（金）

労福協地域・地区の活動報告労福協地域・地区の活動報告

連合静岡 検索

保存版vol.9静岡談話室静岡談話室私たちでもちゃ～んとわかる

気軽に参加してみよう

2015年9月末日まで有効

点線で切り取り

パートナーショップ

詳しくは
ホームページを

チェック！

優待協力1,700店

継続的活動のために皆様の
ご協力をお願いします。

知って

います
か?

マタニティハラスメントの
解釈が変わりました!

男女雇用機会均等法
育児・介護休業法

□妊娠・出産時、もし
　くは産休育休等を
　取った期間の前後
　(原則1年)で、解雇
　や降格、減給などを
　行うことは禁止さ
　れています!

専門の相談員が
秘密厳守で
あなたの悩みを
うかがいます。

フリーダイヤル　　　　いこうよ　　　　れんごうに
携帯電話、
スマートフォン
からでもOK!0120-154-052

な
、

な
ん
で
す
っ
て
!?

働く女性のための法律が変わりました!

　(法律の解釈一部改正されました)

個人会員1口/2,000円

見たいジャンルを

一発検索

お店情報・ご優待
条件等詳しく掲載！

●お勤め先からお届けさせていただいた本カードには有効期限がありません。
●紛失した場合は、特別な手続きはありません。再発行を希望される場合には、発行を受けた団体・企業・
　お勤め 先などに直接お問い合わせください。不明な場合は事務局までお問い合わせください。

お手元にまだ届いて
いない方・ご家族様は この「お試しカード」を切り取って、ご使用ください！

登録は簡単!登録は簡単!
サクッと1分で完了するよ♪

rengo@d.blayn.jp

記入不要通勤途中やお友達との待ち合わせの合間､お昼休みのち
ょっとした時間に気軽にアクセス!メンバーになってみませ
んか。働く皆さんにお得で便利な情報をお届けします！ rengo@d.blayn.jp

携帯・スマホは新規メール作成
画面から空メール！ 件名も

本文もいりません

LWモバイル倶楽部
LWカード
の便利
マニュアル

お得が
いっぱい！働く皆さん5,000人が登録！ご家族でもOKです

プレゼント
情報

イベントの
お知らせ

etc

H4


