
【主 催】岐阜県
岐阜労働局／（一社）岐阜県経営者協会／岐阜県商工会議所連合会／岐阜県商工会連合会／
連合岐阜／(公財)岐阜県産業経済振興センター／岐阜県信用保証協会

2021 働く女性のための
キャリアアップ講座
女性の活躍応援プロジェクト事業

働く「ぎふジョ」を対象に、
キャリアごとに異なる悩みやぶつかりがちな課題に応じたオンライン講座を開催！
講演や参加者同士の交流タイムを通して、仕事に役立つスキルを身に付けましょう！
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脳科学からみる女性脳と男性脳
土７/3 13：30～15：30

心理学とコミュニケーションスキル
土７/10 13：30～15：30

失敗から学ぶ女性管理職の流儀
土７/31 13：30～15：30

自分マネジメント力を鍛える
土９/4 13：30～15：30

自分の強みで周りを活かす

講師 〉〉〉濱崎 明子 氏

講師 〉〉〉渋谷 佑三子 氏

講師 〉〉〉松野 英子 氏

講師 〉〉〉菅生 としこ 氏

講師 〉〉〉有冬 典子 氏土９/11 13：30～15：30

受講
無料

〈各回〉

定員
3０名

いずれも

事前
申込制

詳しくは裏面をご覧ください。
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【後援】

オンライン
〈全５講座〉

● 「なんで？」互いの違いを理解し仕事スタイルに活かす
● 両立を叶えるためのパートナーとの付き合い方

● 心理学からみた会話術で仕事と家庭を円滑に
● パートナー・子どもと一緒に家族も“運営”

● 管理職へのチャンスは誰にだってある
● 失敗で掴む成功へのカギ

● マネジメントの第１歩は自分を知るところから
● 日常にあふれる「ToDo」、どうこなす？

● 強みを活かして周りへの影響力を発揮する
● 部下の潜在能力を“引き出すチカラ”

複数回参加OK

応募〆切 6/23水

応募〆切 6/25金

応募〆切 7/16金

応募〆切 8/20金

応募〆切 8/27金



(24時間受付)

※本事業は岐阜新聞社が岐阜県から委託を受けて実施しております。申し込みにあたっていただいた個人情報は本事業の他、岐阜県主催事業のご案内以外に使用することはありません。

（本事業受託者：岐阜新聞社営業局内）

機器の貸出 ※数に限りがありますので、
予定数を越えた場合はご連絡します。希望しない　・　希望する  □タブレット　□Wi-Fi　□タブレット＋Wi-Fi

2021 働く女性のためのキャリアアップ講座〈FAX申込書〉

STEP 01
脳科学からみる
女性脳と男性脳

講 師

濱崎 明子氏

土７/3
13：30～15：30

Akiko Hamasaki

STEP 02
心理学と

コミュニケーションスキル

講 師

渋谷 佑三子氏

土７/10
13：30～15：30

（受付 13：15～） （受付 13：15～）

Yumiko Shibuya

STEP 03
失敗から学ぶ

女性管理職の流儀

講 師

松野 英子氏

土７/31
13：30～15：30
（受付 13：15～）

Eiko Matsuno

STEP 04
自分マネジメント力を

鍛える

講 師

菅生 としこ氏

土９/４
13：30～15：30
（受付 13：15～）

Toshiko Sugou

STEP 05
自分の強みで
周りを活かす

講 師

有冬 典子氏

土９/1１
13：30～15：30
（受付 13：15～）

土７/3 土７/10 土７/31 土９/４ 土９/1１

Noriko Aritou

当日の準備

STEP 01 STEP 02 STEP 03 STEP 04 STEP 05

オンライン〈全５講座〉

●㈱プラススマイル代表取締役
●アンガーマネジメントコンサルタント
●心理カウンセラー
●（一社）ライセンスホルダースクール理事

生命保険会社営業、商社の営業事
務経理に従事。2013年アンガーマ
ネジメントファシリテーター資格取
得、各種講座を開催。代表取締役を
務める株式会社プラススマイルで
は、アンガーマネジメントや脳の性差
間コミュニケーションスキルを使い、
企業の様々な問題解決を目指す。
また心の専門家として多くのカウン
セリングを行った経験をもとに、幅
広い講演、企業研修、フォーラム等に
登壇。受講者1万人を超す人気講師
として今に至る。

●ハッピーライフプレゼンター
●㈱リリフル講師

岐阜県生まれ、三児の母。企業・学
校・保育園・教育委員会・医療施設
等で、EQ向上コミュニケーション
セミナーを中心に活動。モットーは
「こころもからだも健康ハッピー」。
心理学と脳科学を取り入れた体験
型研修が好評で口コミで活動が広
がっている。新入社員研修、リー
ダーシップ研修、パパ育ママ育セミ
ナー、脳活セミナーなど、多数講座
を開講。またメディカルアロマセラ
ピスト、ヒーリングセラピストとして
も活躍。

●薬剤師
●たんぽぽ薬局㈱代表取締役社長
●㈱トーカイ取締役

薬剤師資格を取得後、いくつかの医
療機関での経験をもとに、「地域医療
で役に立ちたい」との思いから、まだ
調剤薬局の存在が認知されていない
頃に、設立当初のたんぽぽ薬局株式
会社に入社。店舗運営や社内研修シ
ステムの構築などを手掛けた。2017
年に同社代表取締役社長に就任、
2019年からは株式会社トーカイ取締
役調剤事業担当となる。清流の国
ぎふ女性の活躍推進会議の委員でも
ある。数々の失敗を重ねたからこそ、
見つかった素敵なことについて講演。

●㈱AWESOME EYE代表取締役
●キャリアコンサルタント（国家資格）
●チームビルディングコンサルサント

人財・組織開発の専門家。社員の育
成を通して、人と組織の活性化を図
り、組織の生産性向上と人を大切に
した働きやすい職場づくりをサポー
ト。主に、社員の主体性や挑戦意欲
の醸成、目標達成スキル向上、生産
性向上、それを支える関係性づく
り、風土づくり、仕組みづくりを行
い、人財・組織の価値向上を実現。
トヨタ自動車を始めとする製造業、
サービス業など50社以上の人事・
組織の課題解決を支援。最近は女
性活躍を精力的に推進。

●リーダーシップ開発育成機関
　(株)Corelead代表取締役
●「リーダーシップに出会う瞬間」著者

外資系人材ビジネス会社にて800
人中2位の営業成績を収める。150
名のマネジメントを任された経験か
ら「いかに自らを満たし、いかに役割
を全うするか」というキャリア観とコ
ミュニケーション能力の育成が必須
と痛感し、独立。ユーモアを交えたわ
かりやすい解説で企業研修講師とし
ても人気を集め、90％以上の高リ
ピート率を誇る。特に、成人発達理論
に基づくリーダーシップ開発、女性
リーダー育成に関する講演・研修等
に定評がある。

参 加
方法

まずは気になるセミナーに申し込み。
複数回の申し込みもOKです。

開催日の１０日前に、ご登録の
メールアドレスにお知らせが届きます。

開催前日にオンライン参加用URLが届きます。
開始時間までにオンライン会場に入ってください。

申し込み 参加決定者に
通知メール

フリガナ

TEL：058-264-1158
FAX：058-263-7659
Eメール：jokatsu2021@gmail .com

〒

氏名

お勤め先

ご住所

希望日時
希望する回すべてに
○をつけてください。

□自宅
□お勤め先

TEL

年齢

Eメール

(   　    )　　     ー

歳

1 2 3

月～金曜日
（９～17時受付）

申込フォーム

専用URL

@

※申し込み多数の場合は抽選で参加者を決定します。
※視聴にかかる通信料は参加者負担です。
※インターネットに接続したデバイス（PC、タブレット、スマートフォンなど）が
　必要です。ご希望の方には数量限定で機材を貸し出します。詳細は参加が
　決定次第お知らせします。


