
両日の
基調講演や分科会の模様は
YouTubeのライブ配信でも
ご視聴いただけます。※一部を除きます

特設サイトからアクセス︕スマホはこちら

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京にいる講師と宮崎の会場を結んで開催します
※一部を除きます

宮崎から発信！子どもは地域の宝、未来への力
楽しい子育てが実現できる社会へ
宮崎から発信！子どもは地域の宝、未来への力
楽しい子育てが実現できる社会へ

時間/14:45~16:15  場所/2F 大研修室
主催/宮崎県、一般財団法人自治総合センタ－主催/宮崎県

基調講演＆
ディスカッション

ディスカッション
（基調講演終了後）

スケジュール ■ 会場で実施します
■ 東京にいる講師の映像をスクリーン等に放映します

10:00~11:30
10:00~11:30
11:30~13:00
12:00~16:00
13:00~14:30
13:00~14:30
13:00~14:30
14:35~16:05
14:45~15:45
15:45~16:15
16:15~

基調講演「池田清彦の子育て術」
ディスカッション（池田清彦氏・安藤哲也氏）
閉会式

分科会⑤「子育てを支える社会保障制度と財政の話」
分科会⑥ 「プレパパ・ママ／新米パパ・ママ向け　男性も取ろう！育休セミナー」
分科会⑦ 「パパの料理塾オンライン」
分科会⑪ 「おや子広場」
分科会④ 「シローとここね フシギ親子のトークセッション」
分科会⑧ 「ワンオペ育児・家事から脱却するために」
分科会⑨ 「主夫の友式　新しい生活様式を考える」
分科会⑩ 「2020年以後の発達障がい児と父親の新しい関わり」

池田清彦氏
安藤哲也氏（ファザーリング・ジャパン代表）

スケジュール

13:00~
13:20~14:45
13:30~14:30
15:00~16:30
15:00~17:00

分科会② 「パパとして。体罰等によらない子育てをするために」
分科会①「男性の育児休業は誰のため？何のため？」
分科会③ 「みんなが輝ける職場づくりのために」

開会式
基調講演「経営戦略としての働き方改革・子育て支援」

テレビ番組「ホンマでっか!?TV」

コメンテーターとしても活躍中！

未来みやざき子育て県民運動 10周年事業

1000 社以上の企業へのコンサルルティング実績
を持ち、残業を減らして業績を上げる「働き方見
直しコンサルティング」の手法に定評がある。
「働き方改革」（毎日新聞出版）など著書多数。
自身も 2 児の母として子育てをしながら効率よく
短時間で成果を上げる働き方を実践。
「仕事の見える化」が出来るツールとして「朝メー
ル .com」を開発し、導入企業ではチームで助け
合い、仕事を効率化し、長時間労働や残業の原因
を分析し改善している。
      産業競争力会議民間議員、
      文部科学省中央教育審議会委員
       など複数の公務を兼任。

主催：ファザーリング全国フォーラムin みやざき実行委員会、宮崎県
後援：内閣府、財務省、厚生労働省、文部科学省、日本労働組合総連合会、にっぽん子育て応援団
協力：NPO法人ファザーリング・ジャパン東北、NPO法人ファザーリング・ジャパン関西、
　　   NPO法人ファザーリング・ジャパン中国

1947 年  東京に生まれる
東京教育大学理学部生物学科卒、東京都立大学
大学院理学研究科博士課程生物学専攻単位取得
満期退学、理学博士。
山梨大学教育人間科学部教授、早稲田大学国際
教養学部教授を経て、現在、早稲田大学名誉教授、
山梨大学名誉教授。
専門の生物学分野のみならず、科学哲学、環境問
題、生き方論など、幅広い分野に関する 60冊以
上の著書を持つ。新聞、雑誌、テレビなどでも
活躍している。現在、フジテレビ系「ホンマ
でっか！？ＴＶ」に出演中。また、「まぐまぐ」
で、メルマガ『池田清彦のやせ我慢日記』
を隔週で配信中。
著書 :『構造主義生物学とは何か』、『構造
主義科学論の冒険』、『「進化論」を書き換
える』、『やがて消えゆく我が身なら』、
『新しい環境問題の教科書』、『すこしの
努力で「できる子」を作る』『この世は
ウソでできている』ほか。

時間/13:20~14:45 場所/2F 大研修室

少しの努力で”伸びる子”を育てる！
池田清彦の子育て術

～モチベーションと業績があがる！～
経営戦略としての働き方改革・子育て支援

要申込要申込
（YouTube 視聴を除きます）（YouTube 視聴を除きます）

（分科会③は除きます）（分科会③は除きます）

■ 会場で実施します
■ 東京にいる講師の映像をスクリーン等に放映します

株式会社ワーク・ライフバランス
代表取締役社長

みやざき犬も来るよ︕

視聴申込

視聴申込



参加料1人あたり1,000円

スマホはこちら

8/28（金）13:30~14:30
分科会

2
分科会

1

宮崎県、みやざき女性の活躍推進会議 ＦＪ、NPO法人タイガーマスク基金

分科会

8

ＦＪマザーリング・プロジェクト

おや子広場
8/29（土）12:00~16:00

子育てネットワークみやざき

秘密結社 主夫の友（ＦＪ）

※ 「ＦＪ」 ＝ ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン

ワンオペ育児・家事から
               脱却するために︕

8/29（土）13:00~14:30

ＦＪトモショクプロジェクト

パパの料理塾オンライン
8/29（土）11:30~13:00

8/28（金）15:00~16:30

会場で参加

参　加　申　込　方　法
参加希望の方は専用ホームページにてお申込ください。（スマホ可）
※【会場で参加】【オンライン参加】の場合は、締切前でも定員に達し次第受付を終了しますのでご了承ください。

締切︓令和２年８月26日（水）

Tel.0985-27-8980（平日9：00～ 18：00）

会場内にはお子様が遊べるスペース
（２Ｆ中研修室・29日土曜日のみ）は
ありますが、託児は準備しておりませ
んのでご了承ください。
※ 授乳室 は１Ｆに設置します。

参加を希望される基調講演・分科会を選んで無料チケットをお申し込みください。

子育て中の親子を対象に、「食育講座」、「うたと手遊び」、「手作り
おもちゃ」講座等を通してゆっくり学び、交流しませんか︕︕
① 12:00 ～ 12:50　手作り工作（講師 : きよたけ児童文化センター）
② 13:00 ～ 13:50　うたと手遊び（あそびの広場　ぴよっこ　工藤純代、日高由紀）
③ 14:00 ～ 14:50　食育うんち講座（ＮＰＯ法人食生活応援団ベジフルバスケット）
④ 15:00 ～ 15:50　読み聞かせ
中研修室では助産師、保育士による相談も受け付けます。あそびにきてね︕︕

各種お問合せ先

参加方法は次の
４種類があります。

会場内で聴講、質疑応答にも参加する

スクリーンで視聴 会場内スクリーン等でオンライン聴講
YouTubeで視聴 自宅や職場で YouTube でオンライン視聴

オンライン参加 自宅や職場から Zoomでグループワーク等に参加

託児について

8 月 28 日（金）に会場一般駐車場が
満車の場合は宮崎公立大体育館駐車場
に駐車してください。（先着 50 台のみ）

金曜日の駐車場について

男性の育児休業は誰のため︖何のため︖
 ～取り組み事例から考える現在地とこれから

パパとして。
 体罰等によらない子育てをするために

「男性が育休取るなんて」「男性が育休を取っても何をす
ればよいかわからないのでは」なんて思っていませんか︖
この分科会では、男性の育休取得促進で何が変わるのか
をわかりやすく解説します。育休を取得した男性＆人事
担当者も宮崎銀行から登壇︕「実際のところどう
だったの︖」というリアルな話も満載です︕

自宅のキッチンが料理教室に。親子で料理を作って、
家族でトモに食べる、ZOOM でのオンライン料理教
室。働きながら家族がトモに食事ができるトモショク

（共食）の楽しさと大切さを全国の家族とつながりな
がら作りましょう。
メニューはオムライス（予定）
講師はパパ料理研究家の滝村雅晴さん

ワーキングママたちのワンオペ育児・家事。コロナ禍において、
パパママ共に在宅勤務の場合は特に、ママのワンオペ育児・家事
が顕著になったという声も。専業主婦家庭ならなおさらでしょう。
妊娠期から育児期、仕事復帰に向けてのワンオペ育児・
家事からの脱却を宮崎の現状も踏まえ、東京と結んで
考えます。

子どもへの体罰禁止が2020年4月からスタートしています。
体罰禁止は子どもの虐待死をなくし、虐待を減らすことを目
的としていますが、それと同時に子どもの権利を守り、親や
周囲の大人が子どもを健やかに育むための施策でもありま
す。厳しくしつけられて育ったパパ自身も、その呪
縛から解かれることが大切です。

そもそも STAY HOME が基本のパパたちが
その経験を活かして with コロナの生き方、
楽しみ方を話し合って
いきます。

会場で参加

会場で参加

みんなが輝ける職場づくりのために
8/28（金）15:00~17:00

分科会

3

宮　崎　市

「職員が笑顔で働けない職場に未来はない」
警察官や法律事務所・病院の人事担当を経て、平成
27年に㈱ハラケアシステムを起業後、人が集まりに
くいと言われる介護業界で個性的な人事制度の下、
会社を成長させている原秀直氏。
人を集め、皆が活躍し、互いの幸せを実現する秘訣
とは…。リーダー必聴のセミナーです。

会場で参加

スクリーンで視聴 YouTubeで視聴オンライン参加スクリーンで視聴 YouTubeで視聴オンライン参加 スクリーンで視聴
YouTubeで視聴

オンライン参加

︓会場内で実施します
︓東京にいる講師の映像を
   スクリーン等に放映します

分科会

11

主夫の友式
新しい生活様式を考える

8/29（土）13:00~14:30

分科会

9
分科会

7

スクリーンで視聴 YouTubeで視聴オンライン参加YouTubeで視聴

プレパパ・ママ／新米パパ・ママ向け
男性も取ろう︕育休セミナー

8/29（土）10:00~11:30
分科会

6

厚生労働省

子育てを支える
社会保障制度と
財政の話

8/29（土）10:00~11:30

財　務　省

男性が育休を取得し、パートナーと育児や家事の
負担を分かち合うことが、女性の就業継続やキャ
リアアップに不可欠です。また、男性自身にもプ
ラス効果があると言われています。
本セミナーでは、育休の制度や取得のメリット、
取得時の留意点などを解説し、男性の育休
取得をサポートします︕

シローとここね フシギ親子のトークセッション
 　～親子で考える生き方、働き方、暮らし方

8/29（土）13:00~14:30

宮　崎　県

QR

ゲストはエフエム宮崎「耳が恋した︕」でお
なじみの濱田詩朗さんと、その娘さんである
女優の濱田ここねさん。これからの生き方や
働き方をテーマに、“親子だからちょっと話
しづらい” けど “親子だからこそ話しておき
たい” …
そんな二人の赤裸々トークをお届けします。
皆さんの意見も募集中︕ぜひご協力ください。

会場で参加

国の財政の話から身近なお金の話ま
で、“お金のいま” を知って、子ども
たちの将来・未来を考える機会にし
てみませんか。

分科会

4
分科会

5
YouTubeで視聴 スクリーンで視聴

YouTubeで視聴
オンライン参加 スクリーンで視聴 YouTubeで視聴オンライン参加

8/29（土）14:35~16:05

分科会

10

ＦＪメインマン・プロジェクト

2020年以後の
発達障がい児と
父親の新しい関わり
これまでの家庭におけるパパの発達障が
い児、ママとの関わりを見直し
ながら、これからの新しい父親
の役割を考えていきます。

スクリーンで視聴
YouTubeで視聴

オンライン参加


