
（NPO法人 ファザーリング・ジャパン代表）

（宮崎県福祉保健部長）（進　行）

（ゲスト）池田 清彦さん
安藤 哲也さん
渡辺 善敬さん

基調講演
＆

ディスカッション

（NPO法人ファザーリング・ジャパン、NPO法人ファザーリング・ジャパン九州、
  未来みやざき子育て県民運動推進協議会、みやざき女性の活躍推進会議、
  子育てネットワークみやざき、NPO 法人みやざきママパパ happy、宮崎市）

小室 淑恵さん
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開会式（13︓00～13︓20）

閉会式（16︓15～16︓30）

基調講演（13︓20～14︓45）

（講師）小室淑恵氏

「経営戦略としての働き方改革
  ・子育て支援」

基調講演（14︓45～15︓45）

ディスカッション（15︓45～16︓15）
（講師）池田清彦氏

（池田清彦氏・安藤哲也氏・渡辺善敬氏）

「少しの努力で“伸びる子”を育てる！
  池田清彦の子育て術」

分科会①（15︓00～16︓30）

（宮崎県、みやざき女性の活躍推進会議）

「男性の育児休業は誰のため？
  何のため？」

分科会③（15︓00～17︓00）

（宮崎市）

「みんなが輝ける職場づくり
  のために」

分科会②（13︓30～14︓30）

（ＦＪ、NPO法人タイガーマスク基金）

※ＦＪ＝NPO法人ファザーリング・ジャパン

「パパとして。体罰等によらない
  子育てをするために」

２Ｆ大研修室 ２Ｆ中研修室 ２Ｆ小研修室

２Ｆ大研修室 ２Ｆ中研修室 ２Ｆ小研修室

分科会④（13︓00～14︓30）

（宮崎県）

（財務省）

「シローとここね　フシギ親子の
  トークセッション」

分科会⑦（11︓30～13︓00）

分科会⑪（12︓00～16︓00）（ＦＪトモショクプロジェクト）

「パパの料理塾オンライン」

「おや子広場」

分科会⑩（14︓35～16︓05）

（ＦＪメインマンプロジェクト）

東京にいる講師の映像をスクリーン等に放映します 東京と会場をオンラインで結んで実施 会場内の講師だけで実施

（子育てネットワークみやざき）

中研修室では助産師、保育士による
相談も受け付けます。

「2020年以後の発達障がい児と
  父親の新しい関わり」

分科会⑤
（10︓00～11︓30）
「子育てを支える
  社会保障制度と
  財政の話」

（厚生労働省）

分科会⑥
（10︓00～11︓30）
「プレパパ・ママ
  男性も取ろう！
  育休セミナー」

（ＦＪマザーリングプロジェクト）

分科会⑧
（13︓00～14︓30）
「ワンオペ育児・
  家事から脱却す
  るために」

（秘密結社 主夫の友（FJ））

分科会⑨
（13︓00～14︓30）
「主夫の友式
  新しい生活様
  式を考える」 株式会社ワーク・ライフバランス 代表取締役社長

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

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

YouTubeライブ配信

YouTubeライブ配信

時間 /13:00~17:00 時間 /10:00~16:30

Zoomで視聴するためには事前の申込が必要です。

Zoom視聴

開催後も期間限定でご覧いただけます。



子育てを支える
社会保障制度と財政の話
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。

YouTubeライブ配信

YouTubeライブ配信

YouTubeライブ配信

YouTubeライブ配信

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

「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︕

（ゲスト）

（進行）

■安藤 哲也 さん
　（NPO 法人ファザーリング
　・ジャパン代表）

安藤さん

■岩切 祐典さん
　（宮崎銀行  人事部調査役）
■桑畑 奈津子さん
　（宮崎銀行  人事部調査役代理
　 女性活躍推進担当）
■榎木田 朱美さん
　（UMK テレビ宮崎  アナウンサー）

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
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。

（ゲスト）
■濱田 詩朗さん（パーソナリティ、ミュージシャン）

（進行）■膳 憲太さん（エフエム宮崎）
■濱田 ここねさん（女優）

ＦＪマザーリング・プロジェクト秘密結社 主夫の友（ＦＪ）

ＦＪトモショクプロジェクト

厚生労働省

スクリーンで視聴 YouTubeで視聴 オンライン参加

オンライン参加

分科会

6 10:00~11:30

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
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︕

スクリーンで視聴 YouTubeで視聴 オンライン参加分科会

7 11:30~13:00

パパの料理塾オンライン
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

中研修室

中研修室

スクリーンで視聴 YouTubeで視聴 オンライン参加分科会

8 13:00~14:30

ワンオペ育児・家事から脱却するために︕
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。

中研修室

スクリーンで視聴 YouTubeで視聴 オンライン参加分科会

9 13:00~14:30

主夫の友式
新しい生活様式を考える
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。

中研修室

YouTubeライブ配信

YouTubeライブ配信

YouTubeライブ配信

ＦＪメインマン・プロジェクト

スクリーンで視聴 YouTubeで視聴

オンライン参加

分科会

10
14:35~16:05

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。

中研修室

YouTubeライブ配信

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。

「パパとして。体罰等によらない子育てをするための
ポイント」（約 20 分）
　高祖 常子さん
　（ＦＪ理事、認定 NPO 法人児童虐待防止全国ネット
　  ワーク理事）

「子ども虐待における宮崎県の現状と支援について」
（約 10 分）
　薗田 成央さん（宮崎県こども家庭課）

「高祖氏 × 元祖イクボス川島氏による子育て対談」
（約 30 分）
  事前の質問にお答えしつつ、子育てと体罰、ハラス   
  メントなどについてぶっちゃけトーク。
　川島 高之さん
　（ＦＪ理事、NPO法人コヂカラ・ニッポン代表）
　高祖 常子さん

「宮崎のママ達のママライフ」（約 20 分）
　長友 宮子さん
　（株式会社ナチュラルビー　代表取締役）

「夫婦で子育て、チームわが家」（約 20 分）
　林田 香織さん　（ＦＪ理事、ワンダライフ LLP 代表 )

「子育てとママのキャリアを考える」（約 15 分）
　高祖 常子さん
　（ＦＪ理事、子育てアドバイザー / キャリアコンサルタント）

パネルディスカッション（約 30 分）
　長友 宮子さん
　林田 香織さん
　司会︓高祖 常子さん

※時間は目安です YouTubeライブ配信

小研修室


