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とちぎ男女共同参画推進情報誌
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パルティ

特集

とちぎ男女共同参画プラン「５期計画」スタート！ … 2
講座・イベント

れぽ～と

相談ルームから
情報ライブラリーから
ち・い・き

Pick up!

令和３年度後期講座案内
インフォメーション

パルティとは？
Participacion（スペイン語）から引用された、
とちぎ男女共同参画センターの愛称です。
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～ 男 女 が 共 に 輝く“とちぎ ”づくりに 向 け て ～

とちぎ男女共同参画プラン〔５期計画〕 スタート！
計画期間：令和３(2021)年度▶令和７(2025)年度

栃木県では、男女共同参画社会の実現に向けて本プランに基づき各種施策に取り組んできました。男女共同参画についての
県民の理解や職場環境の整備、女性の活躍など少しずつ進んできましたが、未だ多くの課題が残されています。その解決に向
けて、今年度からスタートした 5 期計画に基づき、どのような取組を進めていくのかを紹介します。
社会全体

社会情勢と女性を取り巻く状況
少子高齢化

人口減少

栃 木 県 の 状 況

社会全体の中で「男女の地位が平
等になっている」と感じている人
の割合
14.８％

(R2栃木県政世論調査)

「男は外で働き、女は家庭を守る
べき」（固定的な性別役割分担意
識）に「賛成」「どちらかといえ
ば賛成」の割合 24.9%

(R2栃木県政世論調査)

無意識の思い込み
(アンコンシャス・バイアス)

人生100年時代の到来

管理職に占める女性の
割合 10.6%

(H29総務省就業構造基本調査)

女性の非正規労働者の
割合 57.2%

(H29総務省就業構造基本調査)

DV相談件数
県や市の配偶者暴力相談支援セ
ンター5ヶ所でのDV相談件数
2,063件 (R1栃木県県民生活部調べ)

家事・育児・看護や介護
などに従事する時間に男
女間で大きな差
妻 518分/1日
95分/1日
夫

新型コロナウイルス感染症の流
行による懸念
・DV被害者の増加
・女性（非正規雇用・母子家
庭）の貧困深刻化

(H28総務省社会生活基本調査)

男性の育児休業制度利用者
8.9% ※女性92.8% (R1栃木県労働環境等調査)

計画の視点と施策の柱

【計画の視点１】男女共同参画推進に向けた意識改革
→ 施策の柱Ⅰ 男女共同参画推進の環境づくり
【計画の視点２】男女がともにあらゆる分野の活動に参加する機会の確保
→ 施策の柱Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の促進
【計画の視点３】性に関するあらゆる暴力の根絶と様々な困難を抱える女性への支援
→ 施策の柱Ⅲ 男女の人権の尊重と暴力の根絶

施策の柱Ⅰ 男女共同参画推進の環境づくり

1 男女共同参画の理解促進

固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）などを早
急に解消し、男女共同参画社会の理念が県民に深く浸透するよう、あらゆる機会を活用
して意識啓発を行います。

男女共同参画社会への理解促進

2 ワーク・ライフ・バランスの推進

パパと子どもが料理を学ぶ
「イクメン応援講座」

全ての人が、多様な働き方・生き方を選択できるよう労働時間の短縮や、働きやすい環
境の整備に取り組みます。

多様なライフスタイルが選択できる環境の整備
子育て・介護に対する社会的支援の充実
男性の家事・子育て・介護等への参画の促進
経営者や管理職の意識向上のための取組の充実

R2年度「男女生き活き企業」表彰 優秀賞
栃木トヨタ自動車㈱とちおとめプロジェクト

3 教育・学習の充実
男女共同参画について、あらゆる世代が学べるよう、家庭教育や学校教育等学習機会の
充実を図ります。

男女共同参画の視点に立った家庭教育の充実
性の尊重や男女平等を推進する学校教育の充実
男女共同参画を推進する学習機会の充実
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社会人が仕事や子育てについて学生
に伝える「キャリアデザイン講座」

本計画に基づく各種取組により、SDGs（持続可能な開発目標）の
ゴール５「ジェンダー平等を実現しよう」をはじめとして、ゴー
ル１「貧困をなくそう」、ゴール３「すべての人に健康と福祉を」、
ゴール８「働きがいも経済成長も」などの実現に貢献します。

施策の柱Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の促進
1 地域・社会における男女共同参画の推進
政策・方針決定過程において女性の視点が反映され、多様な視点からの課題
解決が図られるよう、審議会等委員や自治会、防災対策等における男女共同
参画を推進します。

政策・方針決定過程への女性の参画推進
女性のチャレンジへの支援
地域活動における男女共同参画の推進
防災分野における男女共同参画の推進

地 域の女 性リーダーを育成する
「とちぎウーマン応援塾」

2 働く場における女性の活躍推進
女性が能力を発揮して働くことができ、多様で柔軟な働き方が可能となるよ
う、就労環境の整備等に取り組みます。

男女の均等な雇用機会と待遇の確保の推進
管理職への女性登用の推進
女性が能力を発揮しやすい職場環境の整備促進

避難所での配慮について学ぶ
「パルティ防災フォーラム」

農林業及び自営の商工業等に従事する女性の経営への参画促進
理工系分野における女性の活躍促進

3 人生 100 年時代を支える健康や生きがいづくりの推進
男女の性差と各人に応じた健康増進への支援と、それぞれのライフステージ
に応じて希望する働き方、学び方、生き方を実現するための学習機会を提供
します。

若手女性農業者が交流会や商品開発を
行う「とちぎ農業女子プロジェクト」

ライフステージに応じた健康の維持・増進への支援
生涯を通した学びや生きがいづくりへの支援

施策の柱Ⅲ 男女の人権の尊重と暴力の根絶
1 女性等に対するあらゆる暴力の根絶
暴力は重大な人権侵害であり、特に女性に対する暴力は男女共同参画社会を実現
する上で深刻な阻害要因となっていることから、その根絶を図るとともに、被害
者支援対策を推進します。

DV 被害者等支援対策の推進
女性等に対する暴力を根絶するための取組の推進
若年層を対象とした性暴力等被害防止への取組強化

高校の教員を対象にデートDVや
性暴力に関する研修を実施

2 困難を抱える女性等への支援
貧困等、様々な困難な状況に置かれている女性等への支援を行います。

貧困に直面する女性等に対する支援
様々な困難を抱える女性等への支援

高校生にJKビジネス被害等の
相談先リーフレットを配布

詳しくはHPでご覧ください。https://www.pref.tochigi.lg.jp/c07/life/jyosei/danjyokyoudou/danjokyoudou-plan5.html
特集
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講座・イベントれぽ～と
男女共同参画セミナー

パルティ主催講座の報告

県民講座

５月

５月15日（土）に「かあちゃん、南極で調理隊員になる～極限世界での１年４か
月～」と題して、母親としては初の調理隊員として第57次南極地域観測に参加さ
れた渡貫淳子氏によるオンラインでの「県民講座」を開催しました。
渡貫氏からは、少ない人数の中で男女が同じ仕事をする環境から、性別などの
垣根を越えて、「尊重」が必要で、適材適所でそれぞれの特性を活かすことが大
事なのではないか、とのお話をいただきました。
受講者からは、「男女共同の考え方について、深く考える機会となりました」
「環境問題や防災対策など示唆に富んだお話しでした」等の感想が寄せられました。

▲南極のオーロラを背景にした講師

学生のキャリアデザイン講座（宇都宮大学）

６月

6月に宇都宮大学で「キャリアデザイン講座」を開催しました。グランディハ
ウス㈱

執行役員

髙橋加奈氏より、会社の女性活躍推進の取組や、ご自身の

キャリア構築や仕事と子育ての両立についてお話しいただきました。また、栃木
県職員（男性）が、県の育児・介護休業に関する制度や取得状況、ご自身の育
児休業（2回取得）の体験等についてお話しされました。学生からは「女性と男
性、一般企業と公務員という違った視点から、仕事と育児の実体験を聞けた」
「自分の将来に対して、視野がぐっと拡がった」等の感想が寄せられました。
今年度は、白鷗大学、宇都宮文星短期大学でも本講座を実施しました。

▲学生からの質問に答える講師

キャリア・マネジメント講座（全６回）

６月

企業、団体等で活躍が期待される女性の方を対象に、女性のネットワーク構築
への支援や指導的地位につくための人材育成を目的とした「キャリア・マネジメ
ント講座」の第１回目を６月25日（金）に開催しました。
県の男女共同参画の現状と取組についての説明後、受講者全員が自己紹介を行
い、その後、グループに分かれて「コロナ禍での働き方について」をテーマに意
見交換を行いました。
受講者からは、「様々な企業の取り組みを知る事ができ、勉強になりました」
「次回からの講座が楽しみです」等の感想が寄せられました。

▲意 見交換を行う受講者たち

とちぎウーマン応援塾（全７回）

７月

地域活動や社会活動に参画する意欲のある女性を対象に、男女共同参画の視
点を持ったリーダーに必要な情報やスキルを身につけ、参加者同士のネットワー
クを広げ、地域活動等様々な分野で活躍できる人材となっていただくための講座
です。
７月10日(土)に行われた第１回では、地域活動を実践されている方々から、取
組内容や実行に至った経緯などを発表いただきました。その後グループでの話し
合い、発表者との意見交換を行いました。
受講者からは、「地域活動のしくみや流れを理解できました」
「体験談は迫力満
点で、すばらしい。行動すること、実践することが力強く感じました」等の感想
が寄せられました。
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講座・イベントれぽ〜と

▲地 域活動実践者の発表

る力で取り戻すことができるのではないでしょうか。

前向きに生きられる一歩

どうか、ひとりで悩まないでください。
相談すること自体が、前向きに生きられる第一歩！
お電話をお待ちしております。

私たちは、日常の些細な悩みから深刻な悩みまで、
たくさんの課題と向き合って生きています。
辛い思いがなかなか消えず、自分でも嫌になるよう
なときには、誰かにその話を聴いてもらいませんか？
我慢をしようとすると、却って心がもつれて酷くな
るかもしれません。人に話しながら、引っ掛かってい
た思いや気持ちが内側からほぐれるのを待つのです。
また、話をするうちに、内容が少しずつ変わってい
くことがあります。それは、自分をめぐる過去の編集
や推敲をするからです。付け足すことがあったり、省
くことができたりします。時には辛いことばっかり
だったと思っていたのに、嬉しかった出来事を思いだ
すこともあります。
もし、話の中に、過去のことだけではなく「今ここ
で」のことや未来のことが増えてくるようになった
ら、前向きに生きられることへの第一歩かもしれませ
ん。
そうすることで、「こう生きたい」、「こんな人生に
したい」という目標や希望を、あなた自身が持ってい

お問合せ

※いずれも祝休日・年末年始はお休みです。

☎028-665-8720
◆女性のための一般相談
電話

月曜日～日曜日

9:00～16:00

面接

火曜日～日曜日

9:00～16:00（予約制）

◆配偶者暴力相談
電話
面接

月曜日～金曜日

9:00～20:00

土曜日・日曜日

9:00～16:00

火曜日～日曜日

9:00～16:00（予約制）

◆法律相談（面接）
毎月第2・第４木曜日

13:30～15:30（予約制）

◆DV法律相談（面接）
日時はお問合せください（予約制）
◆女性のための健康相談（面接）
毎月 第１木曜日 16:30～18:30（予約制）
…………………………………………………………………
☎028-665-8724
◆男性のための電話相談
毎週

月曜日・水曜日

17:30～19:30

就職相 談 窓 口 で す ～あ な た の 「 働 き た い 」 を 応 援 し ま す ～
再就職を考える時、大きな不安を感じるものです。

※相談時の感染予防対策を万全に実施しております。

さらに、仕事を選択することは人生の中の大きな決

来館が心配と感じる方は電話相談も受け付けており

断になります。
就職相談窓口では、女性の皆さんの就職に関わる悩
み・相談をお受けしています。
「専業主婦が長く、何ができるのかわからない。」

ます。
※こちらの就職相談（面接のみ）は、雇用保険受給対
象の就職活動とみなされます。該当となる方は雇用
保険資格者証をご持参ください。

「接客業を長く経験してきたが他にやりたいことが分
からない。」という方は「適職診断」を行い、自分が
何を大切にしているのか、自分の能力・興味・価値観
を知り、あなたの適職を探してみませんか。
書類選考の応募について「職務経歴書を作成したい

お問合せ

★電話相談・面接相談（予約優先）
毎週水曜日

ています。さらに、「働きたいけど家事、子育てとの

９時～１２時
１３時～１６時

が志望動機がうまく書けない。」「面接が久しぶり。
準備は何をすればいいの？」というお悩みもお受けし

※いずれも祝休日・年末年始はお休みです。

☎０２８-６６５－８７２４
★予約専用

両立をどうすれば良いか。」など、ちょっと聞きた

火曜日～土曜日

い、話したいことを相談し、問題解決の糸口を見つけ

☎０２８－６６５－８３２３

ていきましょう。もし独りで悩んでいたらどうぞ気軽

※面接相談は電話で予約して

にご連絡ください。

女性の相談員が
相談をお受けします

９時～１６時

ください。

相談ルームから
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パルティの情報ライブラリーから

本の紹介
すてきで偉大な女性たちが地球を守った
ケイト・パンクハースト
【作】橋本

あゆみ
【翻訳】

（化学同人）

パルティには約23,000冊の図書があり、貸出し
ています。ホームページからも検索・予約ができ
ます。ぜひご利用ください。

戦後75年

いのちと向き合った日々

小山女性史研究会
【編】
2013 年に刊行した『産み育てる』に続
く第 2 弾、1930 年代から 1960 年に至る
戦中戦後の体験を記録。今回の記録では、
性差、年齢差、地域差（国外・国内）
、社会
的・経済的条件の差異によって、語られた
内容には大きな違いがある。その違いが見
事に現れており、戦争体験の多様さを知る
ことができる。
女性史及びジェンダー史研究に関わって
注目される 1 冊。お問合せ先 小山市人権・男女共同参画課

地球や生きものを守るために人生を
ささげたすばらしい女性たちの物語。
一人ひとりの小さな一歩が、やがて大
きな変化をもたらし、未来を変えてい
くという希望に満ちたメッセージが込
められている。偉大な女性たちシリー
ズ「歴史をつくった」
「世界をあっと
言わせた」
「世界を変えた」おすすめの４部作。

おすすめDVD

さよなら、男社会

パットマン ５億人の女性を救った男

Ｒ・バールキ【監督・脚本】
ソニー・ピクチャーズエンタテインメント【販売元】

尹 雄大
【著】
（亜紀書房）
僕らはいい加減、都合のいい妄想から目
を覚まさなければならない。圧倒的な非対
称を生きる僕らは、どうしてその事実に気
づけないのか。真に女性と、他者とつなが
るために、乗り越えねばならない「男性性」
の正体とは何か。
50 歳となった著者が自らの体験を振り
返り、考察し、問題点は何かを問う 1 冊。

インドの小さな村で新婚生活を送るラ
クシュミは、生理用ナプキンが買えずに
不衛生な布で処置をする最愛の妻のため、
清潔で安価なナプキンを手作りすること
を思いつく。決して諦めない不屈の精神
と妻への愛が“奇跡”を起こす !
現代のインドで安価な“生理用品”の
開発に人生を捧げた男の感動の実話。

お母さんのせいじゃない、一人で抱えないで。

〜NPO法人「キーデザイン」
（宇都宮市）LINE相談「お母さんのほけんしつ」〜
不登校の子どもやその家族を支援するNPO法人
「キーデザイン」には、フリースクールの運営、家庭訪
問型支援、保護者向け無料相談窓口の３つの事業があり
ます。その中でも昨年5月に開設した保護者向けLINE相
談窓口「お母さんのほけんしつ」には、全国各地から相
談が寄せられます。
お子さんが学校に行けなくなって2週間〜1か月くら
いで相談する母親が多く、「朝、子どもが学校に行き
たくないと言って休ませるけど昼は普通で、翌朝同じこ
とを繰り返す」、「学校へ行かせるにはどうしたらよい
か」という内容もあるそうです。
「子どものことが心配だからこそ、『学校に行かせ
なければ』という焦りから、厳しくあたったりプレッ
シャーをかけてしまったりするんです」と代表の土橋さ
ん。相談者は土橋さんとやり取りしていく中でだんだん
と「学校に行かせよう」ではなく、「子どもの笑顔を取
り戻すにはどうしたらいいか」という考えに変化するそ
うです。

6

情報ライブラリーから／ち・い・き pick up!

また、仕事をしているお母さんから「離職したほうが
いいか」と相談されることも多く、その背景には「不登
校は自分の責任だ」という想いがあります。「子どもは
お母さんとの関わりだけで大きくなったわけではない。
大勢の人との関わりの中で、様々なことを感じ、成長し
ていくので、お母さんのせいでは絶対ありません」と土
橋さんは断言します。
「一人で抱えないで相談してほしい。周りに共感され
なかったり子育てを否定されたりして傷ついているお母
さんにも味方は確実にいます。気持ちが向いたらLINEに
ご相談ください。子育
てを一緒に考えていき
たいと思っています」

▲
「お母さんのほけんしつ」
のQRコードはこちら

▲NPO法人キーデザイン代表の
土橋 優平さん

ヶ

令和３年度

（2021）

後期講座のご案内

（満6ヶ月～未就学児）

※8月3日
（火）より受付スタート。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、講座が中止・延期・内容変更・オンライン開催になることがございます。

NO.1～NO.4

お申込み・お問い合わせは→
NO.

講

座

名

1

男女共同参画セミナー
公開講座2021

2

男女共同参画
スキルアップ講座

3

女性への暴力を
考える講演会

栃木県とちぎ男女共同参画センター
TEL：028-665-8323 FAX：028-665-8325
講

師

日

申込締切

②有限会社フェードイン
代表取締役 工藤 敬子
③仙台市地域防災リーダー
（SBL）
大内 幸子

②12/14(火）
13：30〜15：30
③1/15(土）
13:30〜15:00

男女共同参画地
域推進員、興味の
ある方どなたでも

②24名
③30名

無料

会場
②12/4(土）
③1/7
（金） ②大田原市役所
先着順
③栃木市役所

NPO法人
BONDプロジェクト代表
橘 ジュン

10/23（土）
13:30〜15:30

どなたでも

80名

無料

Zoomを使
10/15(金）用したオンラ
イン講座

どなたでも

①80名
②24名

無料

①Zoomを
使用したオン
①12/10(金）
ライン講座
②1/21(金）
②保育締切
1/14(金）

齋藤

和孝

①12/18
（土）
②1/29
（土）
13:30〜15:30

①9/26(日）
②12/18(土）
③2/27(日）

不妊に関連した
各回
悩みをもつ方
10名程度
及びご家族

（公財)とちぎ男女共同参画財団
TEL：028-665-7706 FAX：028-665-7722
講

師

日

時

対

象

定

員

無料

各回前日

詳細は
講座案内
又はHPにて

参加費

申込締切

その他

③8/26(木)〜
⑩1/13(木)
10:00〜12:00

女性

各回
15名

各回
500円

各回
前日

マドレボニータの
認定NPO法人マドレボニータ
産後セルフケアインストラクター
「産後の心と体の
セルフケア」
10月コース 小嶋 千恵

①１０/７(木)
②１０/１４(木)
１０
：
００〜１２
：
００

産後２ヶ月以降
の女性
（産後は
何年までも）

14名

2,000円

9/7(火)

（ 一 社 ）スマ ートサ プ ライビ
ジョン 特別講師
かもん まゆ

11/20(土)
10:00〜12:00

防災に関心・
興味のある方

40名

200円
（防災
11/6(土)
ブック代）

女性のための
こころのケア講座

その他

Zoomを使
定員に
用したオンラ
達しました
イン講座

認定ＮＰＯ法人ウイメンズハウ
スとちぎ カウンセラー
藤平 裕子

6

7

名

参加費
無料

028-665-8099

座

員

80名

助産師による相談会
不妊専門相談センター
5 お申込みは不妊相談センターまで
相談員

講

定

どなたでも

代表取締役

NO.

象

9/10
（金）
13:30～15:30

①NPO法人ファザーリン

お申込み・お問い合わせは→

対

株 式 会 社 サ ンリオ エ ン
ターテイメント
代表取締役社長
小巻 亜矢

男性のワーク・ライフ・ グ・ジャパンファウンダー
代表理事 安藤 哲也
4
バランス講座
②株式会社照和

NO.6～NO.14

時

8

こどもを守る！
防災講座

9

パルティキャリア塾Ⅰ
イライラを笑顔に変える
アンガ—マネジメント講座

Omage−オマージュ−代表
冨沢 三輪子

12/4(土)
10:00〜15:00

女性

20名

２,０００円

10

パルティキャリア塾Ⅱ
仕事に生かす！
アドラー心理学講座

アドラー心理学
勇気づけトレーナー
北村 優子

1/22(土)
10:00〜15:00

女性

20名

２,０００円 12/21(火)

11

アサーティブ・
トレーニング講座

NPO法人TEENSPOST代表
八卷 香織

1/14(金)
10:00〜15:00

どなたでも
（家族・親しい方同
士での参加は不可）

20名

2,000円 12/10(金)

別途教材費
1,650円

①10/23(土)〜
③12/11(土)
10:00〜14:00

男性

２０名

1.500円

9/24(金)

別途材料費
1,500円
※全3回分

9/9(木)

別途教材費
1,100円

12

男の料理教室

料理研究家
〜簡単、美味しい、お家ごはん♪ 他2名

矢口

英子

11/9(火)

13

エクセル
ステップアップ
（中級）

パソコンインストラクター

10/9(土)
10/16(土)
10:00〜15:00

基礎編修了者、又
はエクセルの基本
を理解している方

20名

5,000円

14

仕事に役立つ
パソコンインストラクター
パソコン講座
〜エクセル活用術〜(上級)

11/6(土)
11/13(土)
10:00〜15:00

エクセルで四則演算、
SUM関数、簡単な表
やグラフ作成を日常
的に使用している方。

２０名

5,000円 10/12(火)

電話、FAX、
ホームページ、直接のご来館でも受け付けております。
上記は講座内容の抜粋です。詳しい講座内容については、パルティ・公共機関で配布している
「講座案内
（A３サイズ）
」
や各講座チラシでご確認ください
（ホームページでもご覧になれます）
。
新型コロナウイルス感染症対策についてはホームページをご確認ください。

保育締切日
10/30
（土）

別途教材費
2,200円

https://www.parti.jp/
パルティ

検索

令和 3 年度 後期講座案内
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インフォメーション
フェスタinパルティ2021 オンライン

☆オンラインワークショップ 11月18日（木）〜21日（日）
☆インターネット展示
11月10日（水）〜21日（日）
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、フェスタは今
年もオンラインで開催します。「つながろう 笑顔で、つ
なげよう 未来へ。」をテーマに、各団体によるワーク
ショップ（オンラインでの講演やディスカッション等）と
展示（ＰＤＦ掲載）を配信する予定です。10月上旬よりパ
ルティホームページにフェスタサ
イトをオープンしますので、ぜひ
ご覧ください！（ワークショップ
によっては事前申し込みが必要な
場合もあります）
詳しくはこちらまで
→ https://www.parti.jp/

小山市「ファーザー・イン・オヤマ」が発行
されました。
働きながら育児や家事をする男性を応援するために、小
山市が男性向けの育児ガイドブックを発行しました。
おむつ交換やお風呂の入れ方などの育児の基本や共働き
家庭の家事分担事例などをイラスト付きで掲載していま
す。もうすぐ父親になる「プレパパ」向けに、出産までの
準備や心構えなども盛り込みました。
また、特集として、田中俊之氏（大正大学准教授・社会
学）による寄稿を収録しています。働き過ぎや定年退職後
の喪失感といった男性が抱える傾向にある生きづらさなど
を扱う「男性学」の視点から、男女共同参画を考える内容
となっています。
詳しくは下記ホームページをご覧く
ださい。
https://www.city.oyama.tochigi.jp/
soshiki/15/238221.html
お問合せ先:小山市人権・男女共同参画課
TEL：0285-22-9296

「第５期とちぎの農業・農村男女共同参画ビ
ジョン」を策定しました。
県では、令和3
（2021）
年度から5カ年間の本県の農業・
農村における男女共同参画社会形成
の基本指針として「第5期とちぎの農
業・農村男女共同参画ビジョン」を策
定しました。詳細は下記ホームページ
をご覧ください。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/
g04/daigokibijon.html

「とちぎ農業女子プロジェクト成果集」を作成
しました。
県では「とちぎ農業女子プロジェクト推進事業」として、
栃木県内の若手女性農業者がネットワーク化を図り、共通す
る課題の解決や、目標達成に向けた“プロジェクト活動”を
支援してきました。
本格的にスタートした平成28
（2016）
年
度から令和2
（2020）
年度で5年目を迎え、
農業女子による活動の軌跡をまとめた成
果集を作成しました。詳しくは下記ホーム
ページをご覧ください。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/
nougyojoshiseika.html
お問合せ先：栃木県農政部経営技術課TEL：028-623-2317

パルティホール天井改修工事に伴う利用休止
について
パルティホール天井改修工事のため、令和3（2021）年
11月21日
（日）から令和4
（2022）年6月30日
（木）まで、パル
ティホールをご利用いただくことが出来なくなります。
なお、工事期間中もパルティホール以外の研修室等につ
いては、今までどおりの利用が可能です。
利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご
協力をお願いいたします。

開 館 時 間／9：00〜21：00（日曜日は17：00まで）
休
館
日／毎週月曜日
国民の祝日に関する法律に定められた休日
12月29日〜1月3日
施設のご利用／会議・イベント等にご利用ください。（有料）
ご利用の際は新型コロナウイルスの感染防止対策を徹底してください。
利用お申込み／窓口受付時間9：00〜17：00
ホームページで各研修室等の予約状況をご覧いただけます。
（閲覧のみ）
情報誌のご意見・ご感想をお寄せください
編 集 ・ 発 行／公益財団法人とちぎ男女共同参画財団
〒320-0071 宇都宮市野沢町４番地１
TEL.028-665-7700㈹ FAX.028-665-7722
※おかけ間違いのないよう、お願いします。
U
R
L／https://www.parti.jp/
表 紙 作 者／よしこSUN
印
刷／株式会社井上総合印刷
さ
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講座・イベントれぽ〜と

ん

