
男女共同参画課の2018年-2019年 主なイベントを写真で紹介します 

(仮称)男女共同参画センター 
について考えるワークショップ 

男女共同参画リーダー育成事業 
日本女性会議2018in金沢に参加 

次世代育成男女共同参画事業 
中・高校生デートDV講座 

輝☆業塾生×市長 対談 
男女共同参画の未来を語る 

女性のチャレンジ応援塾 
第3回輝(きら)りんマート  

女性のチャレンジ応援塾 
「輝☆業塾」講座スタート 

平成31年3月8日（金） 

ワーク・ライフ・バランスは 
働く人・企業にとっての 
「明日への投資」 

「みんなで一歩」のバックナンバーは、HPをご覧ください 草津市 みんなで一歩 検索 

10月11日-12日【金沢市】 11月12日-25日【市庁舎】 12月19日【玉川中学校】他 

9月-10月【全8回】 8月30日【UDCBK】 
7月22日【イオンモール草津】 

学習会のお知らせ 

講師からの話と、介護者同士の交流や情報交換をします。その後、
「男性の介護者はなぜ孤立しがちなのか」の話もあります。 
時間：13：30～15：30  場所：草津市役所8階 大会議室 
定員：40人【先着順】     参加費：無料 
申込み：3月6日（水）までに、長寿いきがい課 
     （TEL:077-561-2362、FAX:077-561-2480）へ 

草津市家族介護教室 
「介護者のためのメンタルヘルス」 

ワーク・ライフ・バランス啓発リーフレットを発行 

草津市と市民団体「くさつ男女共同
参画市民会議い～ぶん」が平成29
年度に行った事業所調査をもとに作
成したリーフレットです。 
事業所等での学習資料としてご利用
ください。詳しくは、市HPをご覧になる
か、お問い合わせください。 

男女共同参画課では、女性の総合相談窓
口を設置しています。匿名での相談も受けてい
ます。誰かに聴いてもらうことで、心が少しだけ
軽くなることもあります。一人で悩まないで、相
談してください。 

1月11日【市庁舎】 

相談内容：DV・家庭生活・仕事など 
TEL：077-565-1550 
相談時間：9：00～16：00 

7月 8月 9月 

10月 11月 「女性に対する暴力をなくす 
運動」パネル展示 12月 

1月 

女性の総合相談窓口をご存知ですか？ 
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輝☆業塾×ふるさと寄附    
東京でPR 

発行 草津市総合政策部 男女共同参画課 〒525-8588 草津市草津三丁目13番30号 
       TEL:077-565-1550 FAX:077-561-2489 E-mail:danjo@city.kusatsu.lg.jp 

昨年11月、東京・日本橋にある滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」で、「まるごと
滋賀コレクション」と題し、ふるさと寄附をPRするイベントが行われました。輝☆業
塾の卒塾生で、ふるさと寄附の返礼品を提供している4人も東京へ。ステージで
の歌や、ブース内の華やかな商品が会場を彩り、草津市の女性の活躍をたくさん
の来場者に感じていただけました。 

女性のチャレンジ応援塾「輝☆業塾」 
 
起業をメインに、新しいことに一歩踏み出すための輝☆業
塾。今年で4年目を迎え、今までに59人が卒塾しました。
起業する目的や事業戦略を明確にするための講座や先
輩起業家の講演、チャレンジショップなどを行っています。 

輝☆業塾×ふるさと寄附 
 
輝☆業塾の卒塾生の販路拡大のため、草津市ふるさと
寄附返礼品目に「女性活躍応援枠」をつくりました。 
寄附者の方は、女性活躍応援ができ、市は、卒塾生の
継続的な支援や地域のPRができるようになりました。 

輝☆業塾は、草津市と市民団体「くさつ☆パールプロジェクトチーム」の共催事業です 
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回 覧



  ヴィンテージリボンキーリング  
佐野公美さん（輝☆業塾3期生） 
購入いただいた方に、「かわいい！」と言っていただ
き、次の作品を作る意欲になりました。この経験を
生かして、新しい作品作りに力を入れたいです。 

  おむつケーキ  
深田知穂さん（輝☆業塾2期生） 
お客様から、「おむつケーキの返礼品が珍しい」「贈
り物の参考になる」などのお言葉をいただき、良い
刺激を受け、とても充実した1日になりました。 

  オリジナルフルアルバム 
松村涼子さん（輝☆業塾2期生） 
歌ったのは「私自身の草津での思い出の歌」です。 
誰の心にもあるふるさとを思い起こして、あたたかい
気持ちになってもらえるよう、思いを込めました。 

  帯ジナルクラッチバック 
服部千草さん（輝☆業塾1期生） 
準備していたクラッチバッグが完売しました。柄が気
に入って一目惚れしてくださった方や普段使いにし
たいと言われた方、話をしているうちに購入に至っ
てくださった方とさまざまです。 

20代女性：同じ女性が起業して活動されている
のを身近に感じることができ、パワーをもらいました。 

70代男性：他市では肉や酒などが多い中、女
性が手作りしたものは魅力的です。 

40代女性：アクセサリーを購入しましたが、帽子
に付けると華やかになりますね。作った方のお顔を
拝見できたので、愛着がわきます。大切にします。 

写真説明 
①卒塾生以外には、 
  近江スエヒロ本店も 
   参加。肉汁あふれる 
   ハンバーグはお子さ 
   んにも大好評 
②返礼品を触って、見 
   られる機会は珍しい   
③④草津市のステージ 
   の時には、客席が満   
   席に。市マスコットキ 
  ャラクターたび丸も大 
   満足！ 
⑤ビルの合間に松村さ 
   んの歌声が響く… 
⑥チラシを配り、お勧め 
  の商品を紹介 
⑦⑧帯の文様を贅沢 
  に使ったクラッチバック。 
   ブースの前を通る人 
  が思わず立ち止まる 
   ほど 

まるごと滋賀コレクション 草津の女性の活躍を東京でPRしてきました！ 
1日レポート 

卒塾生4人の感想と 
来場者の声をまとめました 

  美味しい（実入り）月桃茶 
西村純代さん（輝☆業塾第3期生） 

検索 草津市 輝☆業塾 

起業塾の取り組みはこちら！ 

来場者から 

① 

② 

③  ④  ⑤ 

⑥ 

⑦ 

その他に 
こんな返礼品があります！ 

※ふるさと寄附の趣旨をふまえ、現在草津市民の方からのご寄附に対する返礼 
  品の送付はしておりません 

⑧ 

女性のチャレンジ応援塾 
輝(きら)りんマート  
ご報告 
 
2月2日、イオンモール草
津で開催した輝☆業塾
の卒塾生によるチャレンジ
ショップ「第4回輝りんマー
ト」には、多くの方にご来
場いただき、大盛況でし
た。ありがとうございました。 

当日の様子 
はここから！ 

☆☆☆ 

  健康マージャンレッスン体験チケット 
石本恵津子さん 

ポリフェノールが豊富な月桃
(ショウガ科)の葉と、整腸
効果のある種子のブレンド
ティーです。 

お金を賭けない・お酒を飲ま
ない・タバコを吸わないをモッ
トーにしている健康マージャ
ンが体験できます。 

返 

返 

返 

返 

返 返 

返 草津市からの返礼品 

増えてきました！ 
事業所内保育施設 

事業所内保育施設とは、事業所内に保育園
を開設して、従業員の子どもなどを保育する施
設のことです。現在、市内に8カ所の施設があり、
子育てをしながら働く保護者の大きな味方に
なっています。 

創立:2018年9月1日  
設置者:学校法人立命館（野路東一） 
定員:19人 対象:生後57日～5歳児 

創立:2017年7月1日 
設置者:株式会社ナミコス 
     （山寺町） 
定員:34人 
対象:生後6カ月～5歳児 

その他市内の 
事業所内保育施設 

四
�
�
漫
画 

立命館みらい保育園びわこ 

送迎の時間が短縮されたので、とても
助かっています。職場と保育所が近い
ので、病気や災害時など、何かあって
もすぐ駆けつけられることから、心にゆと
りが生まれ、仕事も充実しています。 

利用者にインタビュー 

ママの朝のスケジュール 

8：10 8：45 

移動 家を出る 職場着 

8：30 

保育園着 

立命館大学では、女性研究者の環境整備など、ダイバーシティ推進に
取り組んでいます。今年度、内閣府が所管する「企業主導型保育事
業」の採択を受け、当施設を開設しました。 
育休後復帰する女性教職員や子どものいる学生が子育てと両立でき
るようバックアップしたいと考えています。 

どんぐりルーム草津園 

ママ 
いってらっしゃい！ 

大学にインタビュー 

草津総合病院院内託児所とっと（矢橋町） 
近江草津徳洲会病院（東矢倉三） 
京滋ヤクルト販売株式会社草津センター（野村一） 

企業にインタビュー 

大学の先生方から、「お子さん見かけ
たよ」「元気に遊んでいたよ」と声をかけ
られることが多く、いろいろな人に見守
られて育っているなぁと感じます。 

従業員の福利厚生のための施設とし
て、子育て中の女性従業員に「働きや
すい環境」を提供したいと考え、事業
所内に保育園を開設しました。開園と
同時に、新たに20人の従業員に来て
いただくことができました。JR草津駅とナ
ミコス滋賀工場を往復する送迎バスに、
チャイルドシートを完備しており、親子で
乗車することも可能です。マイカー通勤
の人は、園に車を横付けし、子どもを預 

けてから出勤できるので「出勤時の時
間短縮で、時間の余裕が生まれた」
と好評です。 
従業員を家族同様に大切にしたいと 

保育所入所は 
家族の一大イベント！ 

元気ひろば保育園（野路町） 
TAMランド南草津園（南草津一） 
南草津病院ひまわり託児所（南草津二） 
 

※詳しくは、各施設にお問い合わせください 

いう考えの
もと、従業
員とその子
どもたちの生
活環境を整
えました。 
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