
協力／静岡市女性活躍推進協議会

　　　（しずおか女子きらっ☆応援会議）

【構成団体】

静岡商工会議所／（一社）静岡県経営者協会

静岡県中小企業団体中央会／静岡経済同友会静岡協議会

日本労働組合総連合会静岡県連合会

静岡県公立大学法人 静岡県立大学

（特非）男女共同参画フォーラムしずおか／静岡労働局

静岡県くらし・環境部県民生活局男女共同参画課

㈱日本政策金融公庫 静岡支店

（一社）静岡県中小企業診断士協会

静岡県社会保険労務士会／（株）静岡新聞社

静岡市市民局

静岡市はSDGsを推進しています。

このチラシは地域女性活躍推進交付金を活用して作成しています。

◆日時：令和4年1月29日（土） 13：30～15：30

◆場所：アイセル21 1階ホール
◆定員：150人（多数抽選）　◆対象：どなたでも　◆参加費：無料

◆お申込み：令和4年1月15日（土）必着

　　　　　  往復ハガキでしずおか女性の会へ

　　　　  　〒420-0865 静岡市葵区東草深町3-18アイセル21内「喫茶あいせる」

◆お問合せ：090-5032-0346（馬居）

主催/しずおか女性の会

静岡市コ・クリエーションスペース

生き生きと働きたい方へ！

静岡市
コ・クリエーションスペース
民間企業や行政等が一体となり、ビジネスの

オープンイノベーションを引き出します！

◆お問合せ：
静岡市葵区御幸町3-21

ペガサート7階

TEL.070-7426-4555
◆休館日：日・祝及び12/28～1/5

www.coc-shizuoka.jp/

月間です。

12月12月1月1月はは

12月・1月は静岡市の女性活躍推進強化月間

イベントが目白押し！ ぜひご参加ください。

　しずおか女子きらっ☆プロジェクトは、静岡市で働く

女性・働きたい女性を応援するプロジェクトです。

静岡市では現在、人口減少が大きな課題となっており、

　その中でも特に、若年女性の首都圏への人口流出が

深刻な問題となっています。

　そこで静岡市では、女性がこの町に住み続けられる

よう、多様な人材が活躍できる魅力あるまちづくりを

目指しています。

　その実現のためには、子育て支援や雇用の確保に加え、

活躍したい女性を支援するとともに、男女ともに働き方を

見直し、ワーク・ライフ・バランスを実現することが必要

不可欠です。

　市民の皆様一人ひとりが主役となり、充実したときを

過ごせる静岡市、女性が「住み続けたい」と思える静岡市を

目指して、様々な女性活躍応援事業に取り組んでいきます。

しずおか女子きらっ☆

プロジェクト

動画配信中！！
女子きら　動画

www.city.shizuoka.jp/

750_000027.html

産学官金による人材交流・共創スペース

しずおかいきいきワークスタイル通信

生き生きと働きたい方へ！

しずおかいきいき
ワークスタイル通信
両立支援や労働条件など、

企業の気になる取組が分かる！

◆お問合せ：

静岡市商業労政課

TEL.054-354-2430

shizumatch.jp/shizuoka-ws/

ダイバーシティ経営に取り組む企業応援サイト

ビネスト

起業したい方へ！

B-nest（ビネスト）
静岡市産学交流センター／

静岡市中小企業支援センター

◆場所：静岡市葵区御幸町3-21 

 　　 　ペガサート  6階・7階

◆お問合せ：
静岡市産学交流センター

TEL.054-275-1655
◆休館日：日・祝及び12/28～1/5

www.b-nest.jp

企業・創業支援

2022 新春講演会
映画「ハリエット」の上映と、
字幕監修をした上杉忍氏の解説と講演！！

（アカデミー賞２部門ノミネート・奴隷から英雄になった黒人女性の伝記）

しずおか女子きらっ
☆プロジェクト取組一覧

●女子きらっ☆メンターカフェ

●起業、創業支援

●ママきらっ☆カフェ

●建設業担い手確保、育成

●UIターン促進交流会

●おかえり窓口

女性の「・・・したい！」を応援！

「先ず隗より始めよ」！市が率先！

●市役所内の女性活躍と

   ワーク・ライフ・バランスの推進

企業に働きかけ、やる気を応援！

●しずおか女子きらっ☆応援会議

●しずおか女子きらっ☆ブランド認定

●ダイバーシティ経営推進セミナー、

　交流会

●女性活躍異業種交流会

　ダイバーシティin静岡

●人材育成セミナー

●男性の家事、

　育児等参画推進

2022

1 29土

建設ＮＯＷ

建設業で働きたい方へ！

きて！みて！さわって！
建設ＮＯＷ
建設業の状況や就職・働き方が分かる！

◆お問合せ：

静岡市技術政策課

TEL.054-221-1010

静岡で子育てしたい方へ！

ちゃむしずおか
静岡市の子育て関連情報が満載の

ホームページです！

ninaite.jp/

ちゃむしずおか

◆お問合せ：

静岡市子ども未来課

TEL.054-354-2608

shizuoka-city.mamafre.jp

建設業担い手確保・育成 子育て応援総合サイト

地方で活躍したい人へ！

静岡市移住支援センター

首都圏からの

移住に関する

ご相談の窓口です。

場所：東京都千代田区有楽町2-10-1

           東京交通会館8階

          （NPO法人ふるさと回帰支援センター内）

          

 TEL.080-2125-1591
◆休館日：月・祝

移住支援

いいねえ。静岡生活

shizuoka-seikatsu.jp



12月12月1月1月はは 月間です。

女子きらっ☆メンターカフェ
メンターとは、自身の経験談やアドバイスを話してくれる身近な先輩のこと。

静岡で活躍する先輩女性から直接、経験談が聞けるイベントです。

⒈化粧石鹸　Ok ika（Le iB l oom）

⒉抹茶書Ⓡ（松蘭）

⒊人生のレコード～ゆりかご～（Var i o ’ s合同会社）

⒋妊活サポートローン「あ・ゆ・み」（静岡県労働金庫）

令和3年度 しずおか女子きらっ☆ブランド認定商品

お申込み

お申込み

◆日時：令和4年1月27日（木） 10：00～11：30

◆場所：aowarau（静岡市葵区東草深町10-1）

◆内容：「育休復帰！私が働く理由」
◆定員：10人（多数抽選）　◆参加費：ドリンク代（500円）

◆託児：要申込  アイセル21子ども室（6か月～未就園児1人につき500円）、5か月まで同席可

①1月14日（金）12：00まで　②1月5日（水）10：00～申込開始

◆対象：静岡市に在住・通勤・通学している10～40代の女性

Jo-Shizuメンターバンク事務局   TEL.054-207-9001   joshizu.aicel21.jp 

◆日時：令和4年2月3日（木） 13：30～16：30

◆定員：20人（申込順）　◆対象：働いている女性　◆開催方法：オンライン開催（Zoom）　◆参加費：無料

◆お問合せ：静岡市女性会館   TEL.054-248-7330   Eメール：mail@aicel21.jp

12月8日（水）10：00～申込開始

静岡市女性会館ホームページ   aicel21.jp/　専用フォームからお申し込みください。

お申込み https://www.city.shizuoka.lg.jp/003_000001_00114.html

WEB会議の生産性を高めるファシリテーション講座

◆日時：令和4年2月11日（金・祝） 13：15～15：15

◆場所：アイセル21 静岡市女性会館
　　　（静岡市葵区東草深町3-18）

◆内容：「失敗を最高のものにするヒント」
◆メインゲスト：松田紀子氏（レタスクラブ元編集長 ファンベースカンパニー）

◆定員：40人（申込順）　◆参加費：無料

◆託児：要申込  アイセル21子ども室（1歳～未就学児1人につき500円）

企業表彰式・
しずおか女子きらっ☆ブランド認定証交付式

◆日時：令和4年1月7日（金） 13：30～15：30

◆内容：●市長挨拶

　　  　●企業・団体表彰式 ●しずおか女子きらっ☆ブランド認定証交付式

　　  　●受賞企業・団体の取組紹介

◆場所：しずぎんホールユーフォニア
　　　（静岡市葵区追手町1番13号  アゴラ静岡8階）

◆定員：200名

◆お問合せ：静岡市男女共同参画課   TEL.054-221-1349

お申込み

◆日時：令和4年2月25日（金） 9：45～11：30

◆場所：静岡市女性会館 研修室※ （静岡市葵区東草深町3-18）　※講師のみオンライン

◆定員：20人（申込順）　◆対象：女性　◆参加費：無料　◆託児：要申込（1歳～未就園児1人につき500円）

◆お問合せ：静岡市女性会館   TEL.054-248-7330   Eメール：mail@aicel21.jp

2月1日（火）10：00～申込開始

静岡市女性会館ホームページ   aicel21.jp/　またはお電話からお申し込みください。

これからの時代に必要な性教育

お申込み

◆日時：令和3年12月12日（日） 13：00～15：00

◆内容：●静岡市のまちづくりについて

　　  　●市職員の採用について

　　  　●先輩職員によるパネルトーク（ゲスト職員４名）

　　  　●先輩職員との座談会

◆定員：50人　◆開催方法：オンライン開催（Zoom）

◆お問合せ：静岡市役所企画課　移住・事業推進係   TEL.054-221-1240   Eメール：kikaku@city.shizuoka.lg.jp

12月9日（木）まで

QRコードからお申し込みください。

静岡市職員採用セミナー

◆日時：令和4年1月30日（日） 10：00～16：00（予定）

◆場所：東京交通会館12階 ダイヤモンドホール※ （東京都千代田区有楽町2-10-1）　

◆参加費：無料、要事前申し込み

◆お問合せ：静岡県くらし・環境部　企画政策課   TEL.054-221-2250   Eメール：iju@pref.shizuoka.lg.jp
　　　　　  静岡県公式移住・定住情報サイト ゆとりすと静岡　iju.pref.shizuoka.jp

静岡まるごと移住フェア

静岡市の女性が企画・開発した優れた商品「しずおか女子きらっ☆ブランド」。このたび新たに4商品を認定しました。

認定証交付式には、商品を企画・開発した女性も会場にお招きします。SDGs連携アワードやCSRパートナー企業

表彰、中小企業技術表彰、多様な人材の活躍応援事業所表彰の表彰式も合同開催します。

静岡市の職員採用試験情報や、市の施策、仕事内容など、職員制作の

楽しい動画を交えてご紹介します。先輩職員と直接話せる貴重な機会！

ご質問もお気軽に！

静岡県内の全自治体と移住支援団体が参加する移住フェア、東京・有楽

町で開催！「移・職・住」移住・仕事・住まい、まるごと相談できる、静岡県

に特化した移住フェアです。皆様のお越しをお待ちしております。

ベストセラー書籍『これからの男の子たちへ 「男らしさ」から自由になるレッスン』の著者であり、12歳、8歳の2人の

男の子の母でもある弁護士の太田啓子氏から、「男の子らしさ」「女の子らしさ」の危険性や、これからの時代に必要な

性教育について、わかりやすくお話ししていただきます。

当たり前となってきたオンライン会議ですが、「相手の表情や反応が分かりにくい」 「発言が少ない」といった悩みが。

リアル会議でも「マンネリ化」「認識の違い」などはありませんか。NPO法人日本ファシリテーション協会フェローの

鈴木まり子氏をお呼びし、WEB会議におけるファシリテーションのポイントを学びます。

2022

1 27木

2022

2  11金祝

2022

2 25金

2021

12 12日

2022

2 3木

2022

1 7金

2022

1 30日

※コロナ感染状況によりオンラインに変更の場合あり

①

②

◆司会者：高橋正純氏

◆メインゲスト：松田紀子氏
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