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ページ

　①よりん彩記念日フォーラム２０１９ ４１

　②共同参画時代の自分磨きセミナー ４２

　③素敵な関係をつくるコミュニケーション講座 ４３、４６

　④家事シェアセミナー ４４～４５、４７

　⑤イクメン・ケアメン養成セミナー支援事業 ４８

　①男女共同参画推進人材育成協働事業 ４９～５３

　②相談員スキルアップ講座 ５４

　　[公開講座] ５５～６１

　　◆令和元年度職員名簿 ６２

　　◆各講座・セミナー等活動の記録（各種講座・セミナー開催チラシ等）

普 及 啓 発

人 材 育 成

よりん彩活動支援事業
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◆主催 鳥取県男女共同参画センター よりん彩
2019年度素敵な関係をつくるコミュニケーション講座
とっとり県民カレッジ連携講座

入場
無料

電 話 0858－23－3901
ファクシミリ 0858－23－3989

（倉吉市駄経寺町２１２－５）

会場

申込

ご注意

倉吉未来中心セミナールーム３

※託児申込は６月１２日まで

100名※要申込

申込方法
裏面の申込書により、電話、ファクシミリ
又は電子メールで申し込んでください。

『人生１００年時代』

老後の備えは大丈夫ですか？安心していきい
きと暮らすためにもお金は大切ですね。

年金・保険、退職金に家計のやりくり・・・と不
安は増すばかり。
『まだ先の話？』『今からでも間に合う？』

お金のプロフェッショナルが、そんな不安な気
持ちにお答えします。
是非、一緒に詳しく学びましょう。

〈講師：井戸美枝 さん〉

CFP®、社会保険労務士。講演や執筆、テレビ、ラ

ジオ出演などを通じ、生活に身近な経済問題を
はじめ、年金・社会保障問題を専門とする。
社会保障審議会企業年金・個人年金部会委員。

経済エッセイストとして活動。「難しいことでもわ
かりやすく」をモットーに数々の雑誌や新聞に連
載を持つ。近著に『100歳までお金に苦労しない

定年夫婦になる』（集英社）『届け出だけでもらえ
るお金』（プレジデント社）『iDeCoとつみたてNISA
にダブル投資入門』共著（扶桑社）などがある。

い ど み え

6 22/ 土 13:45 ~ 15:45
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パパと子どもの料理教室！

～休日のパパ料理から始めよう～

日時：７月１３日（土） １０：００～１３：００
会場：上灘公民館（倉吉市上灘町9－1）調理室
申込：１０組２０名程度※要申込（裏面）

NHKあさイチ 特集「料理シェア」で解説者として出演された、
パパ料理研究家の滝村雅晴さんに詳しく学びます。

主催：鳥取県男女共同参画センター よりん彩
令和元年度第２回素敵な関係をつくるコミュニケーション講座
令和元年度第１回家事シェアセミナー
とっとり県民カレッジ連携講座

株式会社ビストロパパ
代表取締役

滝村 雅晴 さん

パパ料理研究家

料理シェアを通して、男性の家
事参画を広める、日本で唯一の
パパ料理研究家。家族の食育・
共食と健康作り、WLBなど男性
や企業、自治体に提案。NHK
「あさイチ」「きょうの料理」「まい
にちスクスク」出演。日経新聞
「できる男カジダンへの道」、産
経新聞「パパ料理のススメ」連
載中。著書「パパごはん」マガジ
ンハウスなど。
農林水産省食育推進会議専門
委員。

日時：７月１２日（金）１３：３０～１５：３０
会場：未来中心（倉吉市駄経寺町212－5 ）セミナールーム１
申込：５０名※要申込（裏面）

電 話 ０８５８－２３－３９０１

ファクシミリ ０８５８－２３－３９８９

電 子 ﾒ ｰ ﾙ yorinsai@pref.tottori.lg.jp

申込みは裏面 ７月５日（金）締切

家庭円満になる、
夫婦で料理シェアする方法・秘訣とは

～家族みんなで料理し、みんなで食べる時代へ～

メニュー ： 生地から作る夏野菜ピザ
簡単！野菜チキンスープ
バナナアイスクリーム

５月２２日
NHK

あさイチ
出演
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主催：鳥取県男女共同参画センター よりん彩
令和元年度第２回家事シェアセミナー
令和元年度第３回家事シェアセミナー

電 話 ０８５８－２３－３９０１

ファクシミリ ０８５８－２３－３９８９

電 子 ﾒ ｰ ﾙ yorinsai@pref.tottori.lg.jp

申込み・詳細は裏面（各会場１０組２０名程度 先着順）

パパ料理研究家

料理シェアを通して、男性の家事参画を
広める、日本で唯一のパパ料理研究家。
家族の食育・共食と健康作り、WLBなど
男性や企業、自治体に提案。NHK「あさ
イチ」「きょうの料理」「まいにちスクスク」
出演。日経新聞「できる男カジダンへの
道」、産経新聞「パパ料理のススメ」連載
中。著書「パパごはん」マガジンハウス
など。
農林水産省食育推進会議専門委員。

滝村 雅晴 さん

株式会社ビストロパパ
代表取締役

日時：８月３１日（土）
１０：００～１３：００

会場：境港市保健相談センター
（境港市上道町３０００）調理室

日時：８月１７日（土）
１０：００～１３：００

場所：山陰酸素工業鳥取ショールーム
（鳥取市安長１９５－１）

※参加される方はエプロン、三角巾、マスクを御持参ください。

東部会場

西部会場

５月２0日
NHK

あさイチ
出演

パパと子どもの料理教室！
～休日のパパ料理から始めよう～
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参 加 無 料

日頃、パートナーとのコミュニケーションに悩んでおられませんか？
コミュニケーションの重要性や、具体的なコミュニケーションのとり方
を学び、人生１００年時代を楽しく過ごすヒントを見つけましょう。

◆主催 鳥取県男女共同参画センター よりん彩
とっとり県民カレッジ連携講座

電 話 0858－23－3901
ファクシミリ 0858－23－3989

手話通訳あり
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13：30 15：00

参加無料
３0人定

員

11/9 土

要相談

整理収納アドバイザー

(えばらともみ）

江原 朋美 さん

・整理収納アドバイザー1級

・整理収納アドバイザー2級認定講師

・BSS山陰放送ラジオ

『教えて！！えばらさーん』出演

・ＮＨＫ文化センター講師

・企業依頼セミナー

・コラム連載

・日本海テレビ「金曜スパイス！」出演

・山陰中央テレビ「ヤッホー！」出演

・整理収納お片付けサービス（個人宅）

パートナーの家事・育児参加は増えつつあるものの、

現実的には仕事との両立にストレスを感じたり、まだ

まだ家庭での女性の負担が多い現状です。

「どうやって片付けていいのか分からない」「リバウ

ンドを繰り返しもう疲れた」そんな悩みや苦手意識を

持っていませんか。自分自身のライフステージに会っ

た快適な住まいづくりの為に、整理収納のコツを知り、

習慣化する事で「モノ」と快適に生活しましょう。

整理収納の「エバラpoint！」で悩みを解決するための

一歩を一緒に踏み出し、片づけを通してより幸せな人

生を手に入れるためのきっかけ作りをしませんか。

家族でパラレル家事を！（家にいる時間、

一緒に別の家事をすること）

ストレスのない家事シェア

を見つけましょう！！

主催：鳥取県男女共同参画センター よりん彩
令和元年度第４回家事シェアセミナー
とっとり県民カレッジ連携講座

電 話 ０８５８－２３－３９０１

ファクシミリ ０８５８－２３－３９８９

電 子 ﾒ ｰ ﾙ yorinsai@pref.tottori.lg.jp

申込みは裏面 １０月３１日（木）締切

託
児

鳥取市人権交流プラザ会
場

（鳥取市幸町１５１）

片付けに関心のある方ならどなたでも！対
象（親子での参加もお待ちしています）
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男性の家庭進出研修へ講師派遣！ 
（イクメン・ケアメン養成セミナー支援事業） 

 
職場において男性の家庭進出について考える機会を提供することを目的として、県内の企業・経済

団体等が開催する社内研修へ講師を無料で派遣します。 

 

 

◆ 対象となる研修は 

県内企業等が主に男性社員を対象として開催する 

家事、育児、介護等に関する社内研修・セミナー等 

で、次の要件に該当するもの。 

① 鳥取県内で開催するもの 

② 参加者数が概ね１０人以上のもの 

③ 講師の講演時間が概ね１時間以上 等 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 費用は 

・講師への謝金及び旅費については県が負担します。 
・その他の経費については主催者側のご負担となります。 

・講師の手配以外のセミナー運営、会場準備、資料作成などは主催者側でお願いします。 

 

◆ 研修をご希望の場合は 

研修開催を希望される場合は、鳥取県男女共同参画センター（よりん彩）にご連絡ください。 

事前協議を行い、研修の内容が確定した後、所定の申請書を提出していただきます。 

 

 

【問い合わせ・連絡先】 
鳥取県男女共同参画センター（よりん彩） 
電 話 ０８５８－２３－３９０１ 
ﾌｧｸｼﾐﾘ ０８５８－２３－３９８９ 
電子ﾒｰﾙ yorinsai@pref.tottori,jp 

＜研修のテーマ例＞ 

・共働き夫婦の家事・育児の役割分担について 

・ワーク・ライフ・バランス（仕事、家庭、趣味などのバランスの取り方）について 

・育児も介護も仕事も充実させる生き方について 

・家族内の介護の関わり方について  など 

 

 

無料 
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