
吉野ヶ里町在住 / 一
般財団法人佐賀銀

行文化財団 事務局
長

全国生涯学習まちづ
くり協会コーディネー

ター、さざんか塾事務
局長

（地域おこしグルー
プ）、NPO法人地球

市民の会（TPA）理
事副

会長、九州漫画の会
など。銀行員として働

きながら、特技のデザ
イン

の腕を活かし、様々
な地域活動やボラン

ティア活動を行ってい
る。

アバンセの「課題解
決支援講座」では講

師として自分の経験
を基

に、県内各地で地域
課題を解決する手法

を指導している。

佐賀県地域づくり

ネットワーク協議会

たら じゅんじ

多良 淳二会長
さん
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　生涯学習センターの「課題解決支援講座」の講師としてお世話になっている多良
さんは、地域づくりの実践者として、居住地の吉野ヶ里町の地域活動はもちろんの
こと、日本を飛び出してタイなどの国際支援のボランティア活動にも、長い間尽

力されています。
　仕事を持ちながら上手に時間をやりくりして、様々なアイディア
で次々にプロジェクトを立ち上げられている多良さんに、楽しみ
ながら地域活動をするコツや生涯学習について話を伺いました。

カルチャーショックを受けた
タイでのスタディツアー
　福岡から佐賀へ転勤になり、地元に帰ってきたのが平成元年
でした。生活の拠点を実家がある吉野ヶ里町（旧東脊振村）に
しようと決め、家を建てました。その年末、いきなり「地球市
民の会」に関わっていた同級生からホームステイの受入れを頼
まれ、それから毎年活動に関わるようになりました。
　その後、日本・タイ協力事業の里親制度・スタディツアーに
参加し、日本の経済的豊かさとタイの心の豊かさとの違いに凄
いショックを受け、今のままでいいのか自分の人生を見直す
きっかけとなりました。そして考えついたのが仕事を辞めない
でできることとして、自分のプライベートな時間とお金と得意
分野のデザインを有効に使うことでした。
　第３の生き方として、誰かのためにという思いで生きたかっ
たので「地球市民の会」の国際交流、理解、協力支援活動を通
して自己実現を目指す、という活動は、自分の考えにぴったり
合ったというわけです。

自分の足元を見つめ直す
きっかけとなった「さざんか塾」
　平成５年３月に、地元の友達より「自分の足元にも目を向け
ないと」と言われ、ちょうどふるさとづくり促進委員会による
塾生募集があり、役場勤務の兄に誘われて「さざんか塾」の立
ち上げから関わり始めました。
　「さざんか塾」は12名で構成され、基本理念は「いろいろ考
えるより先ずやってみよう！本気を出せば何でもやれる」と地
域に根ざした活動を行ってきました。
　１年目に全部の行事に参加して、地域に伝統芸能がないことに
気づき、地元にある竹を楽器にして「バンブーオーケストラ」を
作りました。昨年は20周年記念コンサートを開催しました。地
域に伝統芸能がなくても、続けることで伝統芸能になるのです。
　次に助成金を利用して、東脊振インターの入口の花壇整備を
しました。許可は取らずにこっそりゲリラ的活動をしていたら、
なんと20年後に日本道路協会から表彰を受けました。（笑）こ
れも継続していたからこそです。
　ここ近年は、全国の地域づくり研修で知った「フットパス」
が地域づくりの手法になると思い、国からの助成金を利用し、
５年掛けてフットパスコースを５コース整備しました。

自分を高め、志は常に高く、
一生学んで、自分にできることを
ミッションとしていく
　退職など社会から一線を離れた人は、地域に貢献す
ることをお勧めします。幸せのキーワードは感謝する
ことですね。趣味を自分のためにだけでなく、他人の
ために活かすと、感謝の言葉が返ってくる、そこには
存在感も生まれてきます。
　時間を有効に使うコツとして、ちょボラ（ちょっとし
たボランティア）から始めるといいですよね。例えば、
散歩するときにごみ袋を持って出て、ごみを拾えば生
活の中で無理なくできます。
　種をバラ撒いて、バラバラに育ったことが、あると
きからつながっていくことがあります。それがひとつ
のカタチになってきたときに気づくんですよね。いろ
いろ経験したことに無駄なことは何ひとつありません。
仕事と趣味がクロスして結びついていくのです。企業
も社会貢献事業を行うようになり、佐賀銀行の中にも
「文化財団」ができ、そこの事務局長となったことも、
そういうことだと思います。
　自分にとっての生涯学習とは好奇心を刺激し、人間
力を高めることです。高めることによってより良い人
との交流ができます。自分の能力をどれだけ出せるか、
やれることを精一杯やって、例え明日我が命が絶えて
も、面白く幸せだったと言える人生を送りたいです。

ちょボラからはじめよう！

特集

さん

佐賀県地域づくり
ネットワーク協議会
会長
多良 淳二

▲
多
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標
識

さざんか塾で行った
東脊振インター入口の
花壇整備

表彰されてびっくり！

さざんか塾で作った
フットパスのコースを散策

平成29年度課題解決支援講座（東唐津公民館）の講師として
地域づくりの手法を語る多良さん

20周年を迎えたバンブーオーケストラ

川登りアドベンチャー竹のマイ箸づくり 国道385号線の草刈り作業
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で次々にプロジェクトを立ち上げられている多良さんに、楽しみ
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たので「地球市民の会」の国際交流、理解、協力支援活動を通
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県内のパパたちを紹介した

を製作しました！

サガパパ
　アルバム

男女共同参画センター

佐賀県立男女共同参画センター　　平成30年度事業計画

　毎年５００人以上が受講し、立ち見が出るほどおもしろい！？「世界一受けたい授業」東大生１００人へのアンケート
で東大人気講義No.１に選ばれたジェンダー論の講師　瀬地山さんを迎え、講演会を開催します。楽しく笑って、これ
からの少子高齢社会を乗り越える暮らし方、働き方を考えてみませんか。みなさまのご参加をお待ちしています！

■一時保育　
無料（要申込・６ヵ月以上就学前まで）
※�先着２０名程度　６月１９日（火）� �
までにアバンセへお申込みください。
※�対象外のお子さん（６ヵ月未満含む）� �
も講演会場内へ同伴できます。

笑って考えよう 
生活のこと 仕事のこと 未来のこと

～男の家事が社会を救う～

（東京大学大学院　教授）
瀬

せ

地
ち

山
や ま

 角
か く

さん講師 

■申込方法
FAX・Ｅメール・電話・アバンセ窓口のいずれかで、アバンセまで①氏名（ふりがな）
②電話番号③住所をお知らせください。受付終了後、入場券となるハガキをお送りします。

地域女性リーダー養成セミナー
政策・方針決定過程への女性の参画を促進するため、女性対象の
連続セミナーを開催します。全５回（うち１回公開講座）

【日程】９月〜２月（予定）【開催地】佐賀市（アバンセ）

男女共同参画週間記念フォーラム
東京大学大学院教授の瀬地山角さんを講師に迎えて講演会を開催
します。

【日程】６月３０日（土）【開催地】佐賀市（アバンセ）

明治維新期の女性の活躍イベント（明治維新１５0年事業関連）
明治維新期に活躍した佐賀県にゆかりのある女性などについて学
ぶためのイベントを開催します。

【日程】１１月（予定）【開催地】佐賀市

男性の家事参画地域講座
県内市町に出向き、家庭・地域における男女共同参画をより進め
るための講座を開催します。（各１回）

【日程】９月〜１１月（予定）【開催地】小城市・白石町

〈講座・セミナー・研修など〉
学生への意識啓発事業

就職後のキャリアアップなどをテーマに学生対象の講演会等を開
催します。

【日程】１１月１５日（木）【開催地】九州龍谷短期大学

男性のための介護支援（ケアメン）講座
介護する立場の男性への理解を、より深めるための講座を開催し
ます。

【日程】１２月（予定）【開催地】佐賀市（アバンセ）

男性・子どもの料理教室
働く母親を応援するため、父親と子どものペアでつくる親子料理
教室を開催します。※財団自主事業

【日程】７月２９日（日）【開催地】佐賀市（アバンセ）

６月23日～29日は「男女共同参画週間」です。

〒８４０-０８１５�佐賀市天神三丁目２-１１
TEL：０９５２-２6-００１１
FAX：０９５２-２５-５５９１
E-mail：danjo@avance.or.jp
主催：�佐賀県立男女共同参画センター、� �

佐賀市、� �
佐賀県女性団体連絡協議会

■申込・問合せ先
佐賀県立
男女共同参画センター

（アバンセ）事業部

（平成３０年度「男女共同参画週間」キャッチフレーズ）
走り出せ、性別のハードルを超えて、今

■定員：３００名（定員になり次第締切）
■対象：どなたでも　※手話通訳あり

６/３０
アバンセ ホール
（佐賀市天神三丁目２-１１）

土（開場１３：００）

１３：３０１３：３０
１５：３０１５：３０

１０年間２人の子どもの保育園の送迎を一
手に担い、今でも毎日の夕食作りを担当
するジェンダー論の研究者。子連れで渡
米し、父子家庭も経験した。NPO法人
の理事として保育所の運営にも参加。抱
腹絶倒の講演で日本全国を行脚中。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

参加料

無料
【要申込】

赤ちゃんも会場内への同伴ができます

２０１８男女共同参画
週間記念フォーラム
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県内のパパたちを紹介した

を製作しました！

サガパパ
　アルバム

男女共同参画センター

佐賀県立男女共同参画センター　　平成30年度事業計画

　佐賀県立男女共同参画センターでは、男性の育児・家事・地域
活動等への参画を促すため、子育てを楽しんでいる県内の男性へ
の取材を行い、その成果をまとめたリーフレットをこのたび製作
しました。
　リーフレットでは、県内の８名のパパたちに、子育てを通して
感じたことや、夫婦のこと、家事のこと、仕事のこと、趣味のこと、
地域活動のことなど、ざっくばらんにお話しいただいています。
是非ご覧下さい。

⃝アバンセホームページからダウンロードできます。

⃝ アバンセ館内で配布しております。

サガパパアルバム 検　索 ➡

男女共同参画お届け講座
県内の企業・事業所、その他団体などに、男女
共同参画に関する認識を深めるための出前講座
を実施します。２０講座

【募集時期】４月〜２月

女性人材リスト作成・提供事業
県内在住・在勤・在学の１８歳以上の女性を対象
に、政策・方針決定過程に女性の参画を進める
ため「女性人材リスト」の登録者を募集します。

【募集時期】年間

県民グループ企画支援事業
男女共同参画に関する講演会・イベントなどの
企画を支援します。４企画程度

【募集時期】５月〜１１月（予定）

企画相談・コーディネート
男女共同参画に関する企画相談に応じ、コー
ディネートすることで地域における活動を
支援します。

男女共同参画関連イベント情報提供事業
県内で実施される男女共同参画に関するイ
ベント情報を収集し、情報誌などでお知ら
せします。

学生の意識啓発に関する調査研究事業
県内大学・短大での男女共同参画関連事業
に参加した学生の意識の変化等に関する調
査研究を実施します。

災害時避難所マニュアル情報提供事業
市町に対して男女共同参画の視点を盛り込
んだ災害時避難所マニュアルに関する情報
提供をします。※�掲載内容の一部を変更する場合があります。各事業の募集時期や申込方法など、

詳細はアバンセへお問い合わせください。

〈企画・実施団体募集など〉 〈その他の事業〉
県民グループ派遣・ 

招へい支援事業
グループによる国内外での調査・交
流活動や研修・会議等への参加を支
援します。
〈海外編〉�派遣または招へいの� �

いずれか１企画
〈国内編〉�派遣のみ１企画
【募集締切】６月１４日（木）

韓国全羅南道女性団体との 
交流支援事業

県が友好交流協定を締結している韓
国全羅南道の女性団体との交流を支
援します。派遣または招へいのいず
れか１企画

【募集締切】６月１４日（木）

■製作：佐賀県立男女共同参画センター（アバンセ）■平成２８・２９年度男性の意識改革啓発資材の開発事業

■発行：佐賀県（平成３０年３月）

■お問合せは佐賀県立男女共同参画センター
　（☎０９５２-２6-００１１）まで。
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相談することをためらわず、
あなたの大切なからだと
あなたの将来のために
相談してください。

必要な検査はこちらから提案します。
また、カウンセリングを無料で
受けることができます。
医療費の助成を受けられる制度もあります。

さらには、
医療面だけでなく、
警察への被害申告の相談から
これからのこと…
どんなことでも相談してください。

あなたの大切なからだと
　　　あなたの将来のために

ひとりで悩まず、さがmiraiまたは
アバンセ女性総合相談にお電話ください。
女性の医療ソーシャルワーカーや
相談員があなたのお話を伺います。

もし被害にあったら

佐賀県DV総合対策センター

佐賀県DV総合対策センター　　平成30年度事業計画
〈知る　深める〉 〈相談する〉

電話相談　 毎月　第２日曜日、第４水曜日��
１４：００〜１6：００

平成３０年４月１日より、
男性総合相談が変わりました。

　これまで月に３回行っていた電話
相談が２回になり、残りの１回は、新
たに面接による相談が出来るように
なりました。
　職場でのこと、家庭でのことなど、
様々な悩みで心が疲れていませんか？
そんな男性の皆さんの悩みについて、
男性の臨床心理士が相談をお受けし
ます。
　誰かに話を聞いて欲しいと思われて
いる男性の皆さん、一人で悩まず、相談
をしてみませんか。相談内容は厳守しま
すので、安心してご相談ください。

電話相談　毎月　第２、３木曜日　１９：００〜２１：００
面接相談　要予約　※�面接の予約がない場合は、� �

電話による相談をお受けします。
　　　　　毎月　第４土曜日　１４：００〜１6：００
面接相談予約・お問い合わせ専用電話番号
 ０９５２-２８-１４９２
面接相談予約受付日時
 火曜日〜金曜日　９：００〜１７：００（祝日を除く）

平成３０年４月１日より新たに
LGBTに関する電話相談を始めました。

　自分のセクシャリティが分からない…
なんだか周りと違う気がするなど
　多様な性に関する悩みについて、これ
まで誰にも話せず一人で悩んでいた皆さ
ん、話をしてみませんか。
　ご相談は、佐賀LGBT支援団体の
［A

ア
O
オ
＊A

ア ク ア
QUA］（AO＊AQUA相談）の方が

応じます。
　相談内容は厳守致しますので、安心し
てお電話ください。

ＤＶ防止のための講演等事業
「女性に対する暴力をなくす運動」（期間：１１月１２日〜２５日）に
合わせて開催します。
●女性に対する暴力防止講演会

【日程】１１月【開催地】佐賀市（アバンセ）
●ＤＶ防止啓発展示

【日程】１１月【開催地】佐賀市（アバンセ・県庁）

女性のための護身術講習
生活の中に潜む危険に気付く感覚を養うと共に、自尊感情を向上
させ、自分の身を守るための知識や技術を習得するための講習会
を開催します。

【日程】１１月【開催地】佐賀市（アバンセ）

女性総合相談
●女性のための総合相談（電話０９５２-２６-００１８）
火曜〜土曜　９時〜２１時　／　日曜・祝日　９時〜１6時３０分　
※月曜は休みです
●女性のための法律相談（要予約）
月２回（毎月第１土曜、第３木曜）１３時〜１6時
●女性のためのこころの相談（要予約）
月１回（毎月第３土曜）１４時〜１6時
●女性のための市町巡回相談（窓口未設置の９市町）
各市町　月１回　１０時〜１6時（詳しくは１２ページをご覧ください）

※�掲載内容の一部を変更する場合があります。詳細は、佐賀県ＤＶ総合対策センター（☎０９５２-２８-１４９２）へお問い合わせください。

男性総合相談

LGBTに関する相談

電話番号 ０9０-１92６-８339

新電話番号 ０８０-６４2６-3８６７
※平成３０年４月１日より番号が変わっています。

男性
相談

LGBT
相談

（電話相談のみ）

※相談日が変更になる場合がありますので、
　詳しくはアバンセホームページをご覧ください。
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相談することをためらわず、
あなたの大切なからだと
あなたの将来のために
相談してください。

必要な検査はこちらから提案します。
また、カウンセリングを無料で
受けることができます。
医療費の助成を受けられる制度もあります。

さらには、
医療面だけでなく、
警察への被害申告の相談から
これからのこと…
どんなことでも相談してください。

あなたの大切なからだと
　　　あなたの将来のために

ひとりで悩まず、さがmiraiまたは
アバンセ女性総合相談にお電話ください。
女性の医療ソーシャルワーカーや
相談員があなたのお話を伺います。

もし被害にあったら

佐賀県DV総合対策センター

佐賀県DV総合対策センター　　平成30年度事業計画
〈育てる〉 〈連携する〉

佐賀県ＤＶ総合対策会議の開催
ＤＶ等の被害者支援や暴力の根絶へ向けた方針・方策を決定します。

ＤＶ被害者支援市町連携会議の開催
市町や関係機関の連携強化とＤＶ対策の充実を図ります。

県内ＤＶ被害者支援民間団体等の活動支援
県内のＤＶ被害者支援民間団体等の活動を支援します。

ＤＶ関係機関相談員向け研修　市町ＤＶ出張研修
支援スキルの向上を目指すための研修を行います。

性暴力被害者支援事業（研修会）
性暴力被害者の支援スキルの向上を目指すための研修を行います。

ＤＶ未然防止教育事業
●高校・大学生向けＤＶ未然防止教育事業
交際間における暴力や将来のDVを未然に防止するための講演を実施します。
●中学生向け予防教育事業
各学年の発達段階に応じ、DV等を予防するための授業を実施します。
●中学生向け予防教育等講師養成講座事業
中学生予防教育等の講師を育成することを目的とした研修会を実施します。
●小学生向け予防教育事業
命の教育、暴力の予防、友人関係などについての授業を実施します。

児童・生徒に対するＤＶの発見・支援事業
小中学校の教職員に向け、ＤＶ早期発見プログラムの活用を促します。

ＤＶ未然防止教育事業等でのアンケートの実施
ＤＶ未然防止教育の効果をはかるため、アンケート調査を実施します。

さがmiraiは、地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館に
設置されています。

性暴力救援センター・さが

さがmirai
mine：私のもの rainbow：虹

（私のからだは私のもの）（雨上がりの回復の象徴）

０９５２-２６-１７５０
（月曜〜金曜 ９：００〜１７：００）

※ただし、救急受診はこの限りではありません。

アバンセ女性総合相談は、佐賀県立男女共同参画センターに
設置されています。

アバンセ
女性総合相談
０９５２-２６-００１８
火曜〜土曜�９：００〜２１：００
日曜・祝日�９：００〜１6：３０

■さがmiraiに関するお問い合わせ
佐賀県ＤＶ総合対策センター（☎０９５２-２８-１４９２） http://www.avance.or.jp/mirai.html

さがmirai 検　索 ➡
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生涯学習センター

佐賀県立生涯学習センター　　平成30年度事業計画

　「ステップアップリーダー講座〜つないではぐ
くむ家庭教育〜」と題して、家庭教育支援・子
育て支援に関わる活動をしている方を対象に、
活動を運営するための知識や技術を学ぶ講座を
開催しました。リーダーに必要な視点やニーズ
の把握、発達障害など気になる子どもの言動の
裏に隠れる気持ちとその対処法などについて学
びました。また、現地研修では多くの気づきを得て
７回連続の講座をとおして、県内各地から集った
受講生同士の交流も生まれました。

生涯学習センターの事業を紹介します。
「育てる」・「学ぶ」・「つながる」などをキーワードに

いかに楽しく学びを積み重ねるか、工夫して事業を企画しています。
講座に参加しながら「ためになる！」「たのしい！」「つながる！」など一緒に体験しませんか。

　「県民カレッジ夢パレットさが」は、県内のさまざまな
生涯学習機関や団体等で行われている学級や講座等の学習
機会を県民の皆さんへ効果的に提供するとともに、その
学習成果を適切に評価していこうというシステムです。
「県民カレッジ夢パレットさが」は、正規の大学ではあり
ませんので、いつでも入学を受けつけていますし、卒業も
ありません。入学申し込みをされたその日が入学日です。
入学に必要な資格はありません。県民カレッジでは
マイペースで学習できます。

生涯学習関係職員実践講座 
（基礎編・実践編・課題編）

生涯学習関係職員等の資質向上を図るための
研修講座です。

【日程】６月〜３月（予定）
【回数】３講座（各４回以上）【定員】未定

県民講師基本とスキルアップ講座
県民講師として活躍する上で、必要な知識や
技術を実践的に学ぶ講座です。

【日程】６月〜１０月（予定）
【回数】６回以上【定員】各２０人

家庭教育支援者リーダー等養成講座
家庭教育支援者のリーダーとして必要な知識
と技術を身につけ、実践力を高める講座です。

【日程】９月〜３月（予定）
【回数】８回以上【定員】各３０〜４０人

課題解決支援講座 
（県・市町・公民館等共同企画）

市町や公民館等が、住民や関係団体等
と協働して地域課題を解決するきっか
けとなる講座です。（市町への出前方式）

【日程】９月〜３月（予定）
【回数】３講座（各３回以上）
【定員】各２０〜５０人

さが県政出前講座
県庁職員が講師として出かけ、専門知
識や技能を生かした実習や説明等を行
う講座を開催します。

【日程】４月〜３月
【回数】２０回以上【定員】各１０人〜

県民講師チャレンジ講座
県民が講師となり、生涯学習に関する模擬
講座を自ら企画・開催します。

【日程】１０月〜２月（予定）
【回数】１０企画以上

県民カレッジの集い
県民の生涯学習への関心を高める講演会等
を開催します。

【日程】１１月〜３月（予定）
【回数】１回【定員】３００人

県民カレッジ運営・推進事業
県民カレッジ参加講座の情報提供、単位認
定等を通して、県民の多様な生涯学習への
取り組みを支援します。

【日程】年間

生涯学習センター事業紹介

夢パレット博士証書
授与式の様子。
最高単位である５００単位を
修得された博士のみなさん

育てる 〈学ぶ〉

現地研修で気になった点
ごとに分かれて話し合い、
発表をしている様子

家庭教育支援者リーダー等養成講座

県民カレッジ運営・推進事業

育
て
る

学
ぶ

ジュニアも
頑張っています！
中学生以下の
子どもたちには

「ジュニア手帳」が
あります

平成29年度
に

開催した
事業の一部

より
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生涯学習センター

佐賀県立生涯学習センター　　平成30年度事業計画

　地域課題解決の先進的な県外事例に学び、
多様な人との交流、ネットワークづくりに取
組んだ１年目の成果を踏まえ、２年目は県内
３地域で『地域課題解決プログラムの開発と
実践』にチャレンジすることに。それぞれ違
う課題テーマを掲げ、社会教育行政や公民館
だけではなく、ＮＰＯや様々な機関・団体と
連携し、枠にはまらない新たな協働のカタチ
で取組みました。
　コンファレンスの会場では、その３つの実
践事例を持ち寄り、それぞれの開発プロセス
や見えてきた課題を共有。社会教育関係者、
公民館職員をはじめ、分野を越えて参加され
た方々と共に、これからの地域課題解決に向
けた取組みの可能性を探りました。

試行錯誤で挑んだ２年間。ともに学び合った「チーム佐賀」で
地域の未来へチャレンジ！

２０１８年
１／２５（木） ２６（金）

生涯学習情報提供事業
生涯学習センターで行う講座情報の提供や、県・市町・公民館、各
種団体・機関等が提供する学習機会や施設情報等を収集・提供し、
県民の学習活動を促進します。

【日程】年間

生涯学習相談事業
各種講座・教室、講師、資格情報など生涯学習に関するあらゆる相
談にお答えします。お気軽にご相談ください。
※受付時間　９：００〜１７：００　

【日程】年間

記録映像及び学習映像調査・保存事業
佐賀県に関する記録映像等のデジタル化（ＤＶＤ化）し、県民が学
習の際に教材として利用しやすくするための環境整備を行います。

【日程】年間

まなびぃフェスタ
生涯学習団体等との協働による、生涯学習の学びとネットワークを
深めるフェスタを開催します。

【日程】１０月７日（日）（予定）【回数】１日

まなびチョイスセミナー
概ね２０〜４０歳代を対象とし、「まなび」と「出会い」の場づくりや
生涯学習へ参加するきっかけとなるセミナーを開催します。

【日程】１０月〜２月（予定）【回数】６回以上【定員】未定

佐賀県の社会教育・生涯学習基礎調査
県・市町の社会教育・生涯学習関係事業や関係職員及び社会教育施
設・社会教育団体等の実状調査を行います。

【日程】年間

※掲載内容の一部を変更する場合があります。各事業の募集時期や申込方法など、詳細はアバンセへお問い合わせください。
※�講座・イベントは特に指定がない限り、どなたでも受講できます。

〈学ぶ〉 〈つながる など〉

学びを通じた地方創生コンファレンス in 佐賀

つ
な
が
る
な
ど

コンファレンスを締めくくる
総括フォーラムの様子

※�開催レポートをアバンセHP� �
（www.avance.or.jp/）で� �
紹介しています

佐賀市の実践報告
『シニア世代の社会参画を考える』

唐津市の実践報告
『これからの家庭教育支援の可能性』

基山町の実践報告
『けやき台　つながりの場をつくるために』

円卓ボード「えんたくん」を囲んで
参加者同士で意見交換

東北大学大学院准教授　石井山竜平氏による
特別講演の様子

文部科学省の「学びによる
地域力活性化プログラム
普及�・啓発事業」として
平成２８年度から２年間に
わたって開催
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情報サービスフロアnews
I N F O R M A T I O N

男女共同参画、生涯学習等の情報を提供しています
貸出

大活躍　佐賀 検　索 ➡

　本格的な少子高齢社会を迎えた今、企業の持続的成長には、女性、若者、シニアなど多様な人材
一人ひとりの活躍が不可欠です。
　そもそも誰一人として全く同じ価値観を持っている人はいません。そこで、今年度の「女性の大
活躍推進セミナー」では、「１００人いたら１００通りの働き方」があってよいと考え、社員それぞれ
の望む働き方を実現する、サイボウズ株式会社代表取締役社長の青野慶久氏をお招きし、企業内の
チームワーク作りやイノベーションを生み続ける組織改革の手法について御講演いただきます。
　同社は、２００５年に離職率２８％を記録した後、組織や評価制度などを大幅に見直し、ワーク・ラ
イフ・バランスに配慮した制度や、社内コミュニケーションを活性化させる施策にいち早く取り組
まれています。その結果、離職率が４％まで下がり、社員が辞めない、働きやすい企業へと変革を
遂げ、世界最大級の調査機関Great�Place�to�Work®が選定する「働きがいのある会社ランキン
グ（日本版）」には５年連続でランクインしています。特に「働きがいのある会社女性ランキング」
では、２年連続で１位となっています。
　また、御自身も育児休業を３度取得するなど、女性だけでなく誰もが働きやすい風土づくりに向
け率先垂範されています。様々な取組の結果、離職率の低下のみならず、比較的男性が多い業界に
も関わらず女性社員比率が４０％を超え、女性役員も増えるなど、安定した成長が望める企業へと
転換された青野社長の貴重な御講演です。是非、御参加ください。

女性の大活躍推進セミナー

チームのことだけ、考えた
〜サイボウズはどのようにして
「１００人１００通り」の働き方ができる会社になったか〜

佐賀県男女参画・女性の活躍推進課からのお知らせ

女性の大活躍推進佐賀県会議は、女性が能力や感性を活かし、いきいきと働き続ける
ことができる社会を目指し、さまざまな取組を推進しています。本会議の趣旨に御賛
同いただける団体・企業の会員登録を下記ホームページより受けつけています。

■主　　催　|　女性の大活躍推進佐賀県会議／佐賀県
■後　　援　|　�佐賀県経営者協会／佐賀県商工会議所連合会／佐賀県中小企業団体中央会／� �

佐賀県商工会連合会
■申込方法　|　FAX、Ｅメール、郵送のいずれかで下記のお問い合わせ先へお申込みください。

お
問
い
合
わ
せ
先

募
集

（月曜日）７月30日平成３０年
１３時３０分〜１５時３０分
佐賀市立東与賀文化ホール
定員：３００名（先着順）

受講料

無料

（佐賀県男女参画・こども局　男女参画・女性の活躍推進課）
〒８４０−８５７０　佐賀市城内１−１−５９
TEL：０９５２-２５-７０6２　　FAX：０９５２-２５-７３３８　　E-mail：danjo-katsuyaku@pref.saga.lg.jp

女性の大活躍推進佐賀県会議事務局

青
あ お

野
の

 慶
よ し

久
ひ さ

（サイボウズ株式会社
代表取締役社長）

氏
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情報サービスフロアnews
I N F O R M A T I O N

男女共同参画、生涯学習等の情報を提供しています
貸出

佐賀県視聴覚ライブラリーのご案内

アバンセ１階の情報サービスフロアは、男女共同参画社会の実現や、生涯学習の支援となるような
資料を幅広く集め、閲覧や貸出をおこなっている図書資料室です。
新刊図書案内やテーマ展示、主催事業に関する資料の紹介のほか、インターネット検索パソコンを
設置し、情報提供をおこなっています。　どうぞご利用ください。

７０代からの男の一人暮らし 子育ては別れたあとも

男性諸君、「能く動き、良
く食べ、佳く眠る」をモッ
トーに、昻然と生きよう！
妻の死後、生協の宅配を活
用しながら一人で暮らす著
者による、一人暮らし知識
満載エッセイ。

トンチン・カーン／著
文芸社

夫婦間の関係はどうあれ、
それを理由に親子関係を絶
つ権限が子どもを見ている
親にあるわけではありませ
ん。離婚後も、双方の親が
子どもの養育の責任を引き
続き担っていくことをめざ
して、共同養育を模索する
ための本。

宗像充＋共同親権運動
ネットワーク／著　　
社会評論社

行 事 名 第９回　ふれあい芸能まつり 会場 ドゥイング三日月 小城市

開 催 日 時 ６月１７日（日） 開演時間　13：30 対象 どなたでも 定　員 なし

申 込 申込不要（当日参観可） 参加費 無料

主 な 内 容 小城市文化連盟で活動している各団体の発表会。民謡、謡曲、詩吟、コーラス、大正琴、邦楽、日舞、フラダンス、リズムダンス、
民舞、伝統芸能に所属する1７団体が出演。

問い合わせ 小城市文化連盟
（小城市教育委員会 生涯学習課内） TEL ０９５２-３７-６１３２ E-mail syougaigakushuu@city.ogi.lg.jp

生涯 夫婦

市町・CSO行事案内【生涯学習】

佐賀県視聴覚ライブラリーでは、
学校、公民館、その他の教育機関や団体に

☎０９５２-２3-3５２２　　E-mail shichokaku@avance.or.jp
受付時間：アバンセ開館日の９〜１７時

是非
ご活用
ください

で行っています。貸出を無料

情報通信機器（iPad、パソコン等）や

視聴覚機材 ビデオソフト等 の、

お問い合わせ先
佐賀県視聴覚ライブラリー（アバンセ４階）
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ACCESS

「女性のための市町巡回相談」のご案内
アバンセの女性総合相談員を、下記の市町に派遣しています。お近くで是非ご利用ください。

株式会社 音成印刷　小城市小城町253番地4　TEL0952-73-4113
Vol.95 2018.6月号

会　場 ６月 ７月 ８月 会　場 ６月 ７月 ８月

多久市役所 ２0日（水） 1８日（水） 1５日（水） 吉野ヶ里町東脊振庁舎 ７日（木） ５日（木） ２日（木）

基山町役場 13日（水） 11日（水） ８日（水） 上峰町役場 ２８日（木） ２６日（木） ２3日（木）

玄海町役場 ２７日（水） ２５日（水） ２２日（水） 大町町総合福祉保健
センター（美郷） ６日（水） ４日（水） １日（水）

江北町役場 1４日（木） 1２日（木） ９日（木） 白石町役場 ８日（金） 13日（金） 10日（金）

太良町総合福祉保健
センター（しおさい館） 1５日（金） ２0日（金） 1７日（金）

利用料金 1時間 3,000円

世界最高峰の音色といわれるスタインウェイピアノを
１日最長 2時間まで自由に弾くことができます。
個人やグループでの練習などに、ご利用ください。

アバンセからのお知らせ

アバンセ貸館受付
☎0952-26-0011
E-mail kashikan@avance.or.jp

お問い合わせ
グランドピアノ（スタインウェイD-274）、
空調、基本照明（舞台のみ）

使用設備

※いずれも相談時間は１０時から１6時までです。
※相談日が変更になることもあります。詳しくは各市町へお問合せください。
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