ひきこもりUX⼥⼦会 in OSAKA６市

ひきこもり状態にあったり、対⼈関係の難しさを感じているなど、さまざま
な⽣きづらさを抱えている⼥性⾃認の⽅を対象に、当事者会を開催します。
⼀般社団法⼈ひきこもりUX会議が2016年6⽉から開催している「ひきこもりUX⼥⼦
会」は、2020年5⽉までに全国各地で計100回開催し、のべ3,800名以上の⽅々が参加し
ています。⽣きづらさを抱える⼥性たちにとって、男性の⽬を気にすることなく集い、交
流できる場はこれまでほとんどなかったことから、年齢を区切らない、⼥性だけで安⼼し
て集まれる場が必要とされています。
「こんな状態にあるのは⾃分だけではないか」「なんとかきっかけをつかみたい」と
思っている⼥性たちに⼀⼈でも多くご参加いただき、「ひとりではない」と思える場をみ
なさんと⼀緒に作りたいと思っています。どうぞお気軽にご参加ください。
［ 対象 ］ひきこもり状態にあったり、対⼈関係の難しさを感じているなど、
さまざまな⽣きづらさを抱えている⼥性⾃認の⽅
＜主催＞⼤阪府、ドーン運営共同体、堺市、豊中市、吹⽥市、枚⽅市、松原市
＜運営＞⼀般社団法⼈ひきこもりUX会議
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ひきこもりUX⼥⼦会inOSAKA6市ご参加にあたって

これまで、ひきこもりUX⼥⼦会は「参加するまでの負担を出来るだけ少なくしたい」という思いから【申込不要】とし
てきました。しかし、新型コロナウイルス感染防⽌策を考慮し、苦渋の決断ではありますが、今年度は【事前申込制】
にすることとします。ご参加の際には、本紙4⾴「新型コロナウイルス感染拡⼤予防対策についてのお願い」をご確認
いただき、各会場の予約サイトからお⼿続きください。

＜時 間＞
＜参加費＞
＜内 容＞

14:00-16:30（開場13:40） ※開催⽇は会場毎に異なります ※途中休憩あり
無料・要申込（各回定員35名※先着順）
第⼀部︓ひきこもり経験者の「体験談トーク」（40分程度）
第⼆部︓当事者・経験者のみの「グループトーク」（1時間30分程度）

※途中参加・退出、⾃主休憩ご⾃由に
※「ひきこもりUX⼥⼦会」第⼀部は、⼥性⾃認の⽅であれば当事者・経験者ではない⽅もご参加いただけま
す。ご家族や⽀援者の⽴場の⽅でも、ひきこもりや⽣きづらさを抱える当事者・経験者で⼥性⾃認の⽅であ
れば第⼆部にもご参加いただけますが、その場合はあくまで“当事者”としての参加とし、ご家族や⽀援者と
しての⽴場での発⾔はお控えください。

※ 新型コロナウィルス感染拡⼤や天候等により中⽌となる場合があります。ご了承ください。
（中⽌の場合は、⼤阪府⻘少年課のホームページに掲載します。）
▼⼤阪府⻘少年課ホームページ ⼤阪府 ひきこもり⼥⼦会
検索
http://www.pref.osaka.lg.jp/koseishonen/kowakasaichalle/hikikomori_joshikai.html

⼤阪市中央区

＜開催⽇＞

＜開催⽇＞

＜会 場＞

＜会 場＞

令和2年8⽉6⽇(⽊)
ドーンセンター/
1階 パフォーマンススペース
（⼤阪市中央区⼤⼿前1-3-49）

＜担当課＞
⼤阪府政策企画部
⻘少年・地域安全室⻘少年課
［ TEL ］06-6944-9147
［ FAX ］06-6944-6649
［MAIL］seishonen@
sbox.pref.osaka.lg.jp

枚⽅市

令和2年８⽉27⽇(⽊)
枚⽅市⽴総合福祉会館
ラポールひらかた/4階⼤研修室
（枚⽅市新町2-１-35）

＜担当課＞
枚⽅市
⼦どもの育ち⾒守りセンター・となとな
［ TEL ］050-7102-3228
［ FAX ］072-846-7952
［MAIL］kodomocenter@
city.hirakata.osaka.jp

＜開催⽇＞

吹⽥市

令和2年9⽉26⽇(⼟)
＜会 場＞

吹⽥市⽴⼦育て⻘少年拠点夢つ
ながり未来館/4階多⽬的会議室
（吹⽥市⼭⽥⻄4-２-43）

＜担当課＞
吹⽥市教育委員会 地域教育部
⻘少年室⻘少年活動サポートプラザ
［ TEL ］06-6816-8531
［ FAX ］06-6816-8532
［MAIL］platroomsuita@
city.suita.osaka.jp

＼申込はこちらから／

＼申込はこちらから／

＼申込はこちらから／

https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp
/ers/input?tetudukiId=2020060009

https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp
/ers/input?tetudukiId=2020060010

https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp
/ers/input?tetudukiId=2020060039

＼「番外編︓⼥⼦会の作り⽅講座」開催／
この講座では、ワークを通じて参加者同⼠がコミュ
ニケーションをとったり、つながりを作ることを⽬的
としています。講座と称していますが、座学というよ
りも「ひきこもりUX⼥⼦会」内でのテーマトークのよ
うに、少⼈数で話ができる／聞ける構成です。
これまで⼥⼦会に参加した⽅には、⾃分にどんな変化
があったか振り返るきっかけになるかもしれません。
「⼥⼦会をやってみたい」「いつもとはちょっと違っ
た関わり⽅に興味がある」という⽅の参加をお待ちし
ています。
＜⽇
＜場

時＞令和２年11⽉19⽇（⽊）
14:00-16:30（受付開始13:40）
所＞ドーンセンター/4階⼤会議室1
（⼤阪市中央区⼤⼿前1-3-49）

＜参加費＞無料・要申込（定員35名 ※先着順）
＜内 容＞第１部 キーノートセッション（40分程度）
※ひきこもり経験者による体験談
第２部 ワークショップ（1時間30分程度）
＜対象＞⼥性⾃認でひきこもり当事者、経験者、⽀援者、
⾏政担当者等
＜参加⽅法＞申込サイトまたは ＼申込はこちらから／
問い合わせ先
「⼤阪府⻘少年課」
までお申し出ください
https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/
ers/input?tetudukiId=2020060043
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「つながる待合室」も同時開催

ひきこもり状態のご家族がいる⽅や⽀援者など、集まった⽅同⼠で⾃由に話す交流の場です。

＜会 場＞
⼤阪市中央区(ドーンセンター4階 ⼤会議室3)
枚⽅市(枚⽅市⽴総合福祉会館ラポールひらかた3階 研修室1)
吹⽥市(吹⽥市⽴⼦育て⻘少年拠点夢つながり未来館2階 会議室)
豊中市(豊中市千⾥⽂化センター「コラボ」内2階 健康教育室)
松原市(まつばらテラス（輝）2階 会議室1・2)
堺 市(堺市三国ヶ丘庁舎5階 中会議室)

※ひきこもりUX⼥⼦会と同⽇開催です

＜開催⽇＞

豊中市

令和2年10⽉18⽇(⽇)
＜会 場＞

豊中市千⾥⽂化センター
「コラボ」/2階集会場
（豊中市新千⾥東町1-2-2）

＜担当課＞
豊中市市⺠協働部くらし⽀援課
［ TEL ］06-6858-6870
［ FAX ］06-6858-5095
［MAIL］wakamono@
city.toyonaka.osaka.jp

＜開催⽇＞

＜ 時 間 ＞ 14:45-16:30（受付開始14:35）
＜参 加 費＞ 無料・要申込（定員25名※先着順）
＜ 対 象 ＞ ひきこもり状態の
ご家族がいる⽅/⽀援者
＜参加⽅法＞各⼥⼦会の申込サイトにてお申込み
ください
※つながる待合室は性別問わずご参加いただけますが、
ひきこもりUX⼥⼦会は⼥性⾃認の⽅に限ります。
※ひきこもりUX⼥⼦会とは別会場です。

松原市

令和2年12⽉12⽇(⼟)
＜会 場＞

まつばらテラス（輝）/
3階多⽬的ホール
（松原市⽥井城3-104-2）

＜担当課＞
松原市⼈権交流センター
（はーとビュー）
［ TEL ］072-332-5705
［ FAX ］072-332-5710
［MAIL］heartview@
city.matsubara.osaka.jp

＜開催⽇＞

堺市

令和3年1⽉12⽇(⽕)
＜会 場＞

堺市三国ヶ丘庁舎/
5階⼤会議室

（堺市北区百⾆⿃⾚畑町1-3-1）
＜担当課＞
堺市⼦ども⻘少年局
⼦ども⻘少年育成部⼦ども家庭課
［ TEL ］072-228-7331
［ FAX ］072-228-8341
［MAIL］koka@city.sakai.lg.jp

＼申込はこちらから／

＼申込はこちらから／

＼申込はこちらから／

https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp
/ers/input?tetudukiId=2020060040

https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp
/ers/input?tetudukiId=2020060041

https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp
/ers/input?tetudukiId=2020060042

※申込サイトからお申込みができない場合は、問い合わせ先「⼤阪府 ⻘少年課」までお申し出ください
※⾞いすの利⽤など配慮が必要な場合は問い合わせ先「⼤阪府 ⻘少年課」まで事前にお申し出ください
※⼀時保育をご希望の⽅は、直接開催市へ開催⽇の⼀か⽉前までに事前にお申し出ください
【⼤阪府】利⽤料ひとり1,000円/6か⽉〜⼩学2年⽣まで 【枚⽅市】利⽤料無料/4か⽉〜就学前まで
【豊中市】利⽤料ひとり300円/満1歳〜⼩学3年⽣まで
【松原市】利⽤料ひとり300円/1歳半〜就学前まで
【堺 市】利⽤料無料/6か⽉〜⼩学3年⽣まで

＜参加にあたってのルール＞

＜⼀般社団法⼈ひきこもりUX会議とは＞

①聞いた話は外で話さない、SNS等で発信しない
②相⼿の話を批判・否定しない
③話す時間を独り占めしない
④聴いているだけでもOK
⑤営業活動、政治活動、宗教団体などへの勧誘は
ご遠慮ください。誹謗中傷、暴⼒⾏為は禁⽌。

⼀般社団法⼈ひきこもりUX会議とは、不登校、ひき
こもり、発達障がい、セクシュアル・マイノリティ
の当事者・経験者らで⽴ち上げたクリエイティブ
チームです。
最新情報は http://uxkaigi.jp をご確認ください
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新型コロナウイルス感染拡⼤予防対策についてのお願い
「⼤阪府新型コロナウイルス対策本部会議」の決定事項を受け、⼤阪府主催（共催）イベントについては、適
切な感染防⽌策を実施し、感染者発⽣に備えた「⼤阪コロナ追跡システム」を導⼊したうえで、参加⼈数かつ収容
率の範囲内を⽬安に開催します。感染予防と感染拡⼤防⽌に向けた取組みへのご理解、ご協⼒のほどよろしくお願
い申し上げます。
（１）「三つの密（密閉・密集・密接）」の回避
● ⼈が密集しないように実施します。
● 受付や会場の出⼊りについては、⼀定間隔の距離を保つため、スタッフの指⽰に従ってください。
● 室内に換気扇があれば運転します。
● 会の実施中は、2⽅向の窓または⼊⼝を同時に全開し、室内の換気を1時間に2回以上、数分間⾏います。
（２）⾝体的距離の確保（⼈との間隔はできるだけ２メートル確保）
● ⼗分な座席の間隔を確保するため、参加できる⼈数を利⽤する会場の定員の2分の1以下とします。
● ⼤声の発声、近接した距離での会話等はご遠慮ください。
（３）マスクの着⽤（症状がなくてもマスクを着⽤）
● ⾶沫感染、接触感染の防⽌にご協⼒ください。
● 参加にあたっては、マスクの着⽤をお願いします。
● 受付時及び適宜⼿指の消毒をお願いします。
● こまめに⼿洗いをお願いします。
● 咳エチケットにご協⼒ください。
（４）発熱等がある場合、ご参加はご遠慮ください。
● 開催⽇より14⽇以内に⽇本の⼊国規制国・地域への渡航歴がある⽅、渡航歴をお持ちの⽅と接触された
⽅、息苦しさ、強いだるさ、発熱や咳など⾵邪の症状が続いている⽅、⾼齢者、基礎疾患等のある⽅、
妊婦の⽅、いずれかに該当する⽅は参加の⾃粛をお願いいたします。
● 開催会場によっては、体温測定を⼊場時に実施し、３7.5度以上（または平熱⽐1度超過）の発熱症状が
認められた⽅は⼊場をお断りさせていただくこともあります。
（５）参加者の特定（感染発⽣時の追跡可能）
● 参加にあたっては、事前申込制とします。
● 感染発⽣時の追跡を可能とするため、ご参加にあたって、⽒名・メールアドレスもしくは電話番号の届け
出にご協⼒をお願いします。ご協⼒いただけない場合、ご参加いただくことができない場合がありますの
でご承知おきください。なお、いただいた個⼈情報は当⼥⼦会の運営管理（感染発⽣時の追跡）と開催会
場で参加者の名簿提出を義務付けている場合のみに利⽤させていただきます。
● また、各会場において、感染者発⽣に備えた「⼤阪コロナ追跡システム」を導⼊します。本システムをご
利⽤いただき、感染拡⼤防⽌にご協⼒いただきますようお願いいたします。
（６）運営側の取組
● スタッフのマスク着⽤、⼿洗い、⼿指消毒、うがいの励⾏、⼥⼦会当⽇の検温と健康チェックを実施
します。
（７）その他
● 会場への往復の移動の際にも、感染対策をとるなど⼗分にご留意ください。
● ⼀時保育をご希望された場合は、施設ごとの条件に従ってください。
● 上記以外にも、会場にて別途対応をお願いする場合があります。ご理解、ご協⼒のほどお願いします。

＜問い合わせ先＞
⼤阪府政策企画部 ⻘少年・地域安全室 ⻘少年課
〒540-8570

⼤阪市中央区⼤⼿前3丁⽬1-43

⼤阪府庁新別館南館7階

［TEL］06-6944-9147 ［FAX］06-6944-6649 ［MAIL］seishonen@sbox.pref.osaka.lg.jp
［WEB］http://www.pref.osaka.lg.jp/koseishonen/kowakasaichalle/
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