
平成22年度（2010）
事　　業　　名 タ　イ　ト　ル 市町名 分　　野

男女共同参画フォーラム 働く母の背中を見て育つ 山口県
意識啓発事業「落合恵子氏講演会」 いま、共生の時〜男と女が共に生きる社会〜 下関市
意識啓発事業「シネマ＆トーク」 下関市
ことばの贈り物「○○へのメッセージ」 下関市
情報誌「ぱれっと」 男女が共に創る社会の実現を目指す情報誌 宇部市
研修会 山口市
山口市男女共同参画センターフェスティバル 生きながら　生まれ変わる 山口市
男女共同参画啓発講座 癒し＆リフレッシュ〜新たな自分発見〜 防府市
光市女性のつどい 今、見つめ直そう〜親と子の絆〜 光市
講演会 男女共同参画の考え方・すすめ方 長門市
男女共同参画研修会 男女共同参画の視点からの市民活動 柳井市
男女共同参画学習会 男女共同参画学習会in美祢 美祢市
啓発講演会 コーヒー片手に男と女の美学について語り合いませんか？ 周南市
「女性の日」事業 北京＋15とこれからの男女共同参画 山陽小野田市
女（ひと）と男（ひと）の一行詩 女と男の一行詩募集・冊子印刷 山陽小野田市
男女共同参画週間講演会 きらきら光る　キラッと輝く　私らしい私の生き方 山陽小野田市

市女性団体連絡協議会事業 男と女、素敵なパートナーでいるために
〜暮らしの中での男女共同参画〜 山陽小野田市

総会及び講演会 体験を通した男女共同参画 平生町
男女共同参画フォーラム2011 会社における男女共同参画 平生町
料理教室 平生町
若者支援事業 町総合文化展 平生町
再就職を目指す女性のためのパソコンレッスン 宇部市
男女共同参画セミナー 協働！連携！私と地域のいい関係づくり 萩市
男女共同参画啓発講座 大丈夫！携帯電話・ネットのトラブル 岩国市
子育て女性等の再就職準備セミナー 宇部市
ワーク・ライフ・バランス情報誌 下関市
普及啓発パンフレット 知っちょる？デートＤＶ 山口県
ＤＶ防止講座 それは愛ですか？ 萩市
高校公開授業「デートＤＶ」講座 ハラスメント　デートＤＶについて学んでみよう 周南市
男女共同参画・企業職場ふれあい人権セミナー セクハラ・パワハラのない職場環境をつくろう 周南市
男女共同参画研修会 老老介護4000日の軌跡・八重子のハミング 下松市

リーフレット（小・中学生向け） きらめく未来に　あなたの夢は？／きらめく未来に夢の実現に向
けて　男女共同参画の視点から 山口市

定期文化講座 各種講座（文化・芸術・語学他） 宇部市

地域講座 高齢化と人口減少社会における男女共同参画による地域福祉の取
り組み 周南市

研修会 防府市

平成23年度（2011）
事　　業　　名 タ　イ　ト　ル 市町名 分　　野

男女共同参画フォーラム 男と女　絆を深めて 山口県
意識啓発事業「シネマ＆トーク」 下関市
意識啓発事業「住田裕子氏講演会」 一人ひとりが輝こう〜私の個性もあなたの個性も 下関市
ライフステージお役立ち情報ハンドブック 下関市
男女共同参画標語 下関市
情報誌「ぱれっと」 男女が共に創る社会の実現を目指す情報誌 宇部市
山口市男女共同参画センターフェスティバル みんなちがって、みんないい 山口市
男女共同参画啓発講座 絆〜人と人とのふれあいを求めて〜 防府市
事業所への研修 男女共同参画に向けた取組について 岩国市
光市女性のつどい 防災と市民力 光市
男女共同参画学習会 男女共同参画学習会in美祢 美祢市
男女共同参画推進員企画講座 創作紙芝居「２ヶ月のお留守番」 周南市
女（ひと）と男（ひと）の一行詩 女と男の一行詩募集・冊子印刷 山陽小野田市
市女性団体連絡協議会事業 心の鏡を磨いて　こころに花を咲かそう 山陽小野田市

「キーワード」から読み解く男女共同参画トレンド調査40



事　　業　　名 タ　イ　ト　ル 市町名 分　　野
総会及び講演会 男女共同参画と食育 平生町
男女共同参画フォーラム2012 私もできるあなたもできる「キラッと光る暮らし方講座」 平生町
料理教室 平生町
若者支援事業 町総合文化展 平生町
東日本大震災チャリティーコンサート 二胡奏者　今井美樹さんとパートナーシップを語る 平生町

女性のためのスキルアップ講座 女性の視点で見る防災／どうなる年金、どうする自己実現／自分
らしく生きるために 宇部市

再就職を目指す女性のためのパソコンレッスン 宇部市
子育て女性等の再就職準備セミナー 宇部市
意識啓発事業「ワーク・ライフ・バランス」講演
会 個人も組織（会社）も成長するワーク・ライフ・バランス 下関市

ワーク・ライフ・バランス推進ハンドブック 下関市

男女共同参画講演会 ワーク・ライフ・バランスのすすめ
〜仕事と家庭と地域活動の両立 宇部市

男女共同参画啓発講座 妻が僕を変えた日 岩国市
男女共同参画・企業職場ふれあい人権セミナー ワークライフバランスとは… 周南市
男女共同参画週間講演会 人生をもっと楽しむ〜一石三鳥のススメ 山陽小野田市
ＤＶ相談携帯カード 下関市
ＤＶ防止研修会 配偶者からの暴力による被害者の支援のために 宇部市
デートＤＶ防止チラシ 愛されているから？〜あなたの身近にあるかもしれません〜 防府市
男女共同参画研修会 ＤＶって何？―身近な人を支えるために私たちに出来ること― 柳井市

地域講座 「若い男女の人権意識」
ハラスメント　デートＤＶについて学んでみよう 周南市

男女共同参画研修会 きっと毎日が楽しくなる・心地いい家族のカタチ 下松市
男女共同参画推進フォーラム みんなで楽しく子育て〜イクメンのすすめ〜 長門市
デートＤＶ予防講座 宇部市

リーフレット（小・中学生向け） きらめく未来に　あなたの夢は？／きらめく未来に夢の実現に向
けて　男女共同参画の視点から 山口市

「女性の日」事業 科学へのいざない 山陽小野田市
男女共同参画推進セミナー 防災力アップ講座〜男女双方の視点を入れた防災活動のすすめ〜 萩市
定期文化講座 各種講座（文化・芸術・語学他） 宇部市

男女共同参画研修会 アメリカからの助言
〜家庭・学校・地域の財産　子どもの『発達資産』〜 萩市

男女共同参画フォーラム 絆〜共に認めささえ合う希望の環〜 周南市
地域講座 笑顔で介護を続けるために 周南市

平成24年度（2012）
事　　業　　名 タ　イ　ト　ル 市町名 分　　野

男女共同参画フォーラム 今、私たちにできること〜一人ひとりが輝く明日のために〜 山口県
働く場における男女共同参画推進啓発事業 EQUAITY 山口県
男女共同参画推進事業（男女共同参画推進普及啓
発資料） みんなで目指そう男女共同参画社会 山口県

意識啓発事業　「シネマ＆トーク」 下関市
意識啓発事業 息子3人・アナウンサー、記者夫婦奮闘物語 下関市
男女共同参画標語 下関市
啓発用クリアーホルダー作成 下関市
情報誌「ぱれっと」 男女が共に創る社会の実現を目指す情報誌 宇部市
山口市男女共同参画センターフェスティバル 続・悩む力 山口市
光市女性のつどい 心を洗い、心を磨く生き方〜人は見ているものに心が似てくる〜 光市
男女共同参画研修会 日米の子育て 柳井市
男女共同参画フォーラム あなたの宝物は何ですか 周南市

地域講座 女性の人権について考える
「これって変？毎日の暮らしの中で気づくこと」 周南市

男女共同参画推進員企画講座 創作紙芝居「２ヶ月のお留守番」男女共同参画のクイズ 周南市
男女共同参画宣言都市記念式典 山陽小野田市
女（ひと）と男（ひと）の一行詩 女と男の一行詩募集・冊子印刷 山陽小野田市
市女性団体連絡協議会事業 山陽小野田市女性市議会議員トーク＆トーク！！ 山陽小野田市

総会及び講演会 自分育ては地域の縁（えにし）から
〜老若男女　支え、支えられてお互いさま〜 平生町
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事　　業　　名 タ　イ　ト　ル 市町名 分　　野
フォトで見つける男女共同参画募集 平生町
料理教室 平生町
若者支援事業 町総合文化展 平生町
平生町男女共同参画講演会 ここが気になる今の日本 平生町

女性のためのエンパワーメント講座 きらっと輝く生き方提案／体にやさしい料理〜心身ともに健康で
あるために〜　他 宇部市

子育て女性等の再就職準備セミナー 宇部市

女性団体連絡協議会合同研修会 ワークライフバランス（仕事と生活の調和）とは
〜超高齢社会の中でいきいきと暮らすために〜 防府市

講演会 ワークショップ〜ワーク・ライフ・バランスって、何だろう？〜 長門市
配偶者暴力防止研修会 身近にある暴力を考える〜もっとＤＶを知ろう〜 萩市
配偶者暴力防止講座 配偶者からの暴力による被害者の支援のために 下松市

デートＤＶ防止講座 男女交際について学んでみよう
〜それってもしかしてデートＤＶ？！〜 岩国市

男女共同参画学習会 男女共同参画学習会in美祢 美祢市

男女共同参画・企業職場ふれあい人権セミナー パワハラ・セクハラの防止講座
「思わずやっているこんなこと。ストップ職場のハラスメント！」 周南市

地域講座 「若い男女の人権意識」
ハラスメント　デートＤＶについて学んでみよう 周南市

イクメン・カジダン講習会 ファミリークッキング／選択のＡＢＣ 宇部市

男女共同参画啓発講座 簡単焼き菓子を作ってみませんか？／簡単！つまみを自分で作ろ
う！ 防府市

デートＤＶ予防講座 宇部市

リーフレット（小・中学生向け） きらめく未来に　あなたの夢は？／きらめく未来に夢の実現に向
けて　男女共同参画の視点から 山口市

男女共同参画推進セミナー 家族と地域の防災・減災対策〜自分を・大切な人を守るために〜 萩市
男女共同参画講演会 〜被災者支援に取り組んで〜防災・災害復興に女性の視点を 下松市
定期文化講座 各種講座（文化・芸術・語学他） 宇部市

男女共同参画研修会 ・・だからこそ担うことができる地域の文化
〜男女で共に受け継ぎたい伝統、再生産したい萩らしさ〜 萩市

平成25年度（2013）
事　　業　　名 タ　イ　ト　ル 市町名 分　　野

男女共同参画実践セミナー 山口県
意識啓発事業「志茂田景樹氏講演会」 共に生き・共に育てる〜男女共同参画―今ともに歩み出すとき〜 下関市
情報誌「ぱれっと」 男女が共に創る社会の実現を目指す情報誌 宇部市
山口市男女共同参画センターフェスティバル 胸にはエプロン、口にはシャンソン 山口市
光市女性のつどい まだまだ輝きたい、人生これから 光市

男女共同参画研修会 地球環境問題について
〜地域や家庭でできる環境の取組みを中心に〜 柳井市

周南市男女共同参画フォーラム 私からひろがる男女共同参画とまち育て 周南市
地域講座 女性の人権 周南市
男女共同参画推進員企画講座 創作紙芝居「２ヶ月のお留守番」・「渋川のおばちゃん」 周南市
女（ひと）と男（ひと）の一行詩 女と男の一行詩募集・冊子印刷 山陽小野田市
市女性団体連絡協議会事業 「変わってしまった女」と「変わりたくない男」 山陽小野田市
フォトで見つける男女共同参画募集 平生町
料理教室 平生町
若者支援事業 町総合文化展 平生町
平生町『ひろげよう男と女』連絡協議会役員・団
体会長会議 平生町

男女共同参画フォーラム 女と男 笑いでコミュニケーション 山陽小野田市   
男女共同参画啓発講座 結〜思いあい、信じあい、助けあう〜 防府市 �

女性のためのエンパワーメント講座 女性特有の病気と健康管理／〈年金〉〈労働〉自分力を見直そう！　
他 宇部市

男女共同参画学習会 男女共同参画学習会in美祢 美祢市 �
子育て女性等の再就職準備セミナー 宇部市

意識啓発事業「ワーク・ライフ・バランス講演会」人生をENJOYしよう！〜家庭人・職業人・地域人�３つの顔で人生を豊かに〜 下関市

ワーク・ライフ・バランス啓発ポケットティッシュ 下関市
ワーク・ライフ・バランス川柳 下関市
普及啓発パンフレット 大切にしようあなたとわたし 山口県
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事　　業　　名 タ　イ　ト　ル 市町名 分　　野
男女共同参画研修会 自分らしく生きるために 萩市

男女共同参画・企業職場ふれあい人権セミナー STOP�職場のハラスメント－被害者にも加害者にもならないため
に一人ひとりが知っておくこと－ 周南市

地域講座 「若い男女の人権意識」ハラスメント　デートＤＶについて学ん
でみよう 周南市

総会及び講演会 デートＤＶって何？ 平生町
イクメン・カジダン講習会 パパとお菓子づくり 宇部市
男女共同参画研修会 自分育ては地域の縁から〜支え、支えられてお互いさま〜 萩市
フォトコンテスト イクメン・イクジイ・カジダンフォトコンテスト2013 防府市
男女共同参画講演会 女だけじゃだめなのよ、男も一緒に、がんばらない介護 下松市
デートＤＶ予防講座 宇部市

リーフレット（小・中学生向け） きらめく未来に　あなたの夢は？／きらめく未来に夢の実現に向
けて　男女共同参画の視点から 山口市

男女共同参画推進フォーラム ワーク・ショップ「世界がもし100人の村だったら」 長門市
男女共同参画推進研修会 防災力アップ講座〜大切な人を守るために必要なこと〜 萩市

女性団体連絡協議会合同研修会 ２年後の東日本大震災　被災地を訪ねました
〜身近なところから考えてみましょう〜 防府市

定期文化講座 各種講座（文化・芸術・語学他） 宇部市
男女共同参画啓発講座 鳥取城と吉川経家 岩国市

平成26年度（2014）
事　　業　　名 タ　イ　ト　ル 市町名 分　　野

男女共同参画フォーラム 今だから、ワーク・ライフ・バランス 山口県
意識啓発事業「佐久間レイ氏講演会」 心をほぐすストレッチ。やわらかく生きてみませんか 下関市
ペンスタンドメモ帳 下関市

情報誌「ぱれっと」 男女が共に創る社会の実現を目指す情報誌
〈個性輝く未来のために〜今できることがある。他〉 宇部市

第23回男女共同参画全国都市会議inやまぐち 21世紀の学びと家庭と職場／男女共同参画の視点から 山口市
男女共同参画事業所研修 男女共同参画社会を実現しよう 岩国市
男女共同参画啓発講座 男女共同参画社会が問いかけるもの 岩国市

光市女性のつどい 人生はいちばんじゃなくてもいい
〜生まれてきてくれてありがとう〜 光市

男女共同参画研修会 できるだけ自立した生活を長く送るために 柳井市

周南市男女共同参画フォーラム 家族ってなに　ふるさとってなに
考えよう！家族・ふるさとのこれからを 周南市

男女共同参画・企業職場ふれあい人権セミナー 愉快！痛快！理解！男女共同参画社会って何？
〜家族の絆が未来を豊かに〜 周南市

男女共同参画推進員企画講座 ワークショップ「女性の人権」 周南市
男女共同参画推進員企画講座 創作紙芝居「２ヶ月のお留守番」・「渋川のおばちゃん」 周南市
女（ひと）と男（ひと）の一行詩 女と男の一行詩募集・冊子印刷 山陽小野田市
市女性団体連絡協議会事業 人生100年時代の家族のあり方〜成人した息子・娘とのつきあい術 山陽小野田市
総会・講演会 地域づくりと市民活動 平生町
若者支援事業 町総合文化展 平生町
料理教室 平生町
平生町人材育成研修会 私の思うリーダー像について 平生町
パネル展示 男女共同参画週間、女性に対する暴力をなくす運動等の周知 宇部市 �

提案公募事業 わかりやすい家庭の法律のお話し／ＤＶ・デートＤＶって何？／
エクセルを学ぼう！　他 宇部市 �

男女共同参画講演会 共同参画で四角じゃない丸い社会 下松市 �
女性活躍推進ハンドブック 会社が活きる女性力〜女性活躍推進ハンドブック〜 山口県
輝く女性交流会 働く×輝く女性交流会 山口県
女性活躍促進セミナー 山口県
子育て女性等の再就職準備セミナー 宇部市
男女共同参画研修会 市民が安心して暮らせるまちを目指して 萩市
デートＤＶ防止チラシ 愛されているから？〜あなたの身近にあるかもしれません〜 防府市

地域講座 「若い男女の人権意識」
ハラスメント　デートＤＶについて学んでみよう 周南市

男女共同参画啓発講座 絵手紙教室／男性向け料理教室 防府市 �
男性料理教室 食イク×イクメン�「朝の男子ごはん」 宇部市
フォトコンテスト イクメン・イクジイ・カジダンフォトコンテスト2014 防府市
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事　　業　　名 タ　イ　ト　ル 市町名 分　　野
デートＤＶ予防講座 宇部市

リーフレット（小・中学生向け） きらめく未来に　あなたの夢は？／きらめく未来に夢の実現に向
けて　男女共同参画の視点から 山口市

「女性の日」事業 女性のキャリアモデルから学ぶ！貴女のキャリアデザイン＆ライ
フプランニング 山陽小野田市

「女性の日」事業 NWEC図書パッケージ貸出サービス巡回 山陽小野田市
「女性の日」事業 デートＤＶ予防教育模擬授業 山陽小野田市 �
意識啓発事業防災講演会 女性・多様な視点から考える防災 下関市
男女共同参画推進研修会 防災力アップ講座〜大切な人を守るために必要なことⅡ〜 萩市
長門市男女共同参画フォーラム 〜男女共同参画の視点で取り組むわが家・わがまちの防災〜 長門市
男女共同参画学習会 男女共同参画学習会in美祢 美祢市
女性団体連絡協議会合同研修会 格差社会を生きる 防府市 �
定期文化講座 各種講座（文化・芸術・語学他） 宇部市

男女共同参画推進研修会 子どもの“できる”の引き出し方
〜今、私たちがしてあげられること〜 萩市

平成27年度（2015）
事　　業　　名 タ　イ　ト　ル 市町名 分　　野

男女共同参画フォーラム あなたも一緒に考えましょう〜女と男の素敵な関係〜 山口県
女性の活躍促進セミナー 経営トップセミナー 山口県
意識啓発事業「山崎大地氏講演会」 宇宙主夫。妻と娘と夢をおいかけて 下関市
意識啓発事業「金美齢講演会」 輝く未来へ　男の生き方×女の生き方 下関市

情報誌「ぱれっと」 男女が共に創る社会の実現を目指す情報誌
〈今求められているもの、それは「女性のチカラ」〉 宇部市

山口市男女共同参画センターフェスティバル 女性が働くということ 山口市
光市女性のつどい 童謡詩人・金子みすゞ〜みんなちがって�みんないい〜 光市
男女共同参画学習会 男女共同参画学習会in美祢 美祢市
周南市男女共同参画フォーラム 未定 周南市
男女共同参画・企業職場ふれあい人権セミナー 男女共同参画社会と笑いのおもしろ関係 周南市
男女共同参画推進員企画講座 ワークショップ「女性の人権」 周南市
男女共同参画推進員企画講座 創作紙芝居「２ヶ月のお留守番」・「渋川のおばちゃん」 周南市
女（ひと）と男（ひと）の一行詩 女と男の一行詩募集・冊子印刷 山陽小野田市
市女性団体連絡協議会事業 未定 山陽小野田市
総会・講演会 災害時における女性の活躍の場 平生町
パネル展示 男女共同参画週間、女性に対する暴力をなくす運動等の周知 宇部市 �
輝く女性応援会議 輝く女性応援会議in山口 山口県
女性活躍推進セミナー 今求められる女性のチカラ 宇部市

提案公募事業 女性活躍推進サポート講座�「人生は新車では走れない〈社会活動
と健康〜女性の活躍推進をめざして〜〉」 宇部市

子育て女性等の再就職準備セミナー 宇部市
男女共同参画啓発講座 美文字講座／男性向け料理教室／整理収納講座 防府市 � �
ＤＶ相談携帯カード 下関市
ＤＶ相談窓口啓発ポケットティッシュ 下関市
男女共同参画推進研修会 お互いを大切にする関係とは〜デートＤＶ防止講座〜 萩市

デートＤＶ防止講座 男女交際について学んでみよう
〜それってもしかしてデートＤＶ？！〜 岩国市

地域講座 「若い男女の人権意識」
ハラスメント　デートＤＶについて学んでみよう 周南市

男性料理教室 エプロン男子のお弁当づくり 宇部市
フォトコンテスト イクメン・イクジイ・カジダンフォトコンテスト2015 防府市
男女で未来開拓学生交流会 山口県
デートＤＶ予防講座 宇部市

リーフレット（小・中学生向け） きらめく未来に　あなたの夢は？／きらめく未来に夢の実現に向
けて　男女共同参画の視点から 山口市

「女性の日」事業 天気を知って地域をまもる〜これからの気象災害 山陽小野田市
定期文化講座 各種講座（文化・芸術・語学他） 宇部市
男女共同参画研修会 未定 柳井市

「キーワード」から読み解く男女共同参画トレンド調査44






