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みちの会だより 
 

 

   第 2 回全体会    8 月 27 日 知多市民活動センター 9：30～ 

「愛知県チャレンジ女性応援モデル事業について」説明会     参加者 33名 

☆ 愛知県チャレンジ女性応援モデル事業について・・・ 

受託までの経過説明                 

   ・16 団体が応募                                

セミナー開催についての注意点  

・来年度もこの事業をやらなければいけない               

・みちの会会員はスタッフ・サポーターとしてのみ参加 

・各セミナーはリーダーを決め全体を把握する 

・絵本「わたしがぼくが ちきゅうのためにできる１０のこと」を利用して欲しい 

今現在の各セミナー応募状況の報告 

 

      質問：「セミナー3」のネイチャーゲームの対象年齢は？  

答え：小学生以上が望ましいが、親と歩ければ O・K 

質問：各セミナーの募集の為のチラシの作成は？  

答え：新たなチラシは作らない、現チラシの増し刷りは O・K  

 

☆ 「セミナー1」について（9/5）・・・セミナー3・4 につながるワークショップを  

                      スタッフ 11 名・サポーター9 名                     

☆ 議員と語る会について（10/15）・・・テーマ「COP10 と市町・私たちの取り組み」 

                          9/1 付けで案内を発行 

  9/25 参加締め切り 

☆ 学習会について（9/26）・・・参加のよびかけ     

☆ 各ブロックでセミナーの打ち合わせ                      

                                  

 

 

  

 

☆ その他・・・各市町・各団体のお知らせ 

平成２１年 10月 8日発行 第 5９号 地域開発みちの会 
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愛知県チャレンジ女性応援モデル事業 「命のつながり 男
ひと

と女
ひと

の役割」 

                    生物多様性(COP10)と男女共同参画 

 

暮らしの中で生物多様性と女性の役割とのつながりを講義とワークショップで一緒に考えました 

日 時：2009・9/5 (土) 13：30～16：00    場 所：ウィルあいち 2F        

講 師：浅野智恵美さん （環境カウンセラー・消費生活アドバイザー）                

                               講演の後のワークショップ 

                               （ピンチ君を使ったゲーム） 

  

  

 

 

 

人間は、他の生き物を食べないと生きていけない。食事の前に「いただきます」という。これには「命

をいただきます」という意味がある。命をいただいているからこそ、命を粗末にしない。食べ物を無駄

にしない。「もの」全般を大切にすることが生物多様性を考える上で非常に大切。COP10 は私たち日

本人にとって、自然環境や自然の恵みとの関係を築き直すための大きなチャンス。どうしたら生き物を

守っていけるか、生物多様性と女性の役割について一緒に考えていきましょう。 

 

 

                               

地産地消の講義で、食の安全について考えます。地元の食材を使って調理実習をしました 

日 時：2009・10/3（土）10：00～13：00  場 所：南知多町保健センター    

講 師：久村祥子さん （郷土料理研究家・栄養と料理インストラクター） 

     

明るく朗らかな久村先生を迎えての講義・実習はとても楽しいものでした。 

講義では、今まで何となくしていたことが生物多様性に反していることに 

気づかされました。 

実習では、地産地消にこだわり「知多の芋いっぱい料理」と「ヘルシーサラダ」に美浜・南知多で採れ

た食材を使いました。地産地消にこだわることが生物多様性につながると考えたからです。「今の環境

は先祖からもらったものではなくて、未来の子ども達から預かっている物だ」という言葉を胸に、来年

行われる COP１０を機会に私達に出来ること、身近な人達に伝えてあげることは何かを考えていこう

と思っています。(T・K)                                

 

 

  

 

  

≪セミナー1≫ COP10と女性の役割 

≪セミナー2≫ ‟食”・・生命をいただく 
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～～～～～～～～～～～～ 報 告 ～～～～～～～～～～～～ 

◆ D ブロック 「学習会」  8 月 30 日   参加者 17名 

「セミナー4」 講師 榊原靖さんを迎えて  13：30～ 半田市福祉文化会館 

☆ビデオ「生き物からのメッセージ」2001・8/31 放送（名古屋ウィ－クリー）☆ 

              ＊講師への質疑応答という形で生物多様性についてフリートークが

行われた。指標生物で環境の汚染状態が分かるということ。身近な

昆虫や植物の気になる変化。在来種・外来種の話。自然保護と商業

活動が相反する中でいかに今ある自然を守っていくか等、私たちが

真剣に向き合う課題は多くあると感じた。 (Y・k) 

◆ C ブロック 「学習会」   9 月 13 日   参加者 14名   

「校内にあるビオトープについて」   10：00～ 東海市立船島小学校 

        ＊船島小学校にあるビオトープで生態系の学習会を開催。 

この学校では、魚道や水源(井戸)を掘る等して自然に近い 

環境を創り実際にドジョウが遡上している。しかし学校近くの池にはウォータ

ーレタスが増殖していた。今の時代は、外来種の駆除等を意識的に行っていか

ないと従来の自然を維持できない難しい時代である事を学びました。(N・K)         

 

◆ 「学習会」   9 月 26 日    「生物多様性条約 COP１０と男女共同参画」   

≪ウィル 21フォーラム 地球のいのち つないでいこう！≫  13：30～ ウィルあいち 

＊今年４月「生物多様性（ＣＯＰ１０）」という言葉を知ったときから、言葉の難解さに四苦八苦

しました。もう少しというところで足踏み状態が続きました。特に、男女共同参とどのように結び

つけていくかが難題でした。理解できたと思ってもなお、胸のつかえがとれませんでしたが、今回

のフォーラムで再確認できました。言葉の難しさにとらわれてなかなか抜け出せないでいた男女共

同参画とのつながりがはっきりと見えてきました。これで担当の「セミナー４」にむけての道筋が

はっきりとしました。私の今後の活動にとって、今回の学習会への参加が意義あるものになると思

います。（H・Y） 

◆ 第 3回 会則見直しプロジェクト会議 （9/28） 

 今回の会議で「見直し案」を作成。10/5の幹事会に提案し、プロジェクトチームを解散しました。 

後は幹事会での話し合いを経て総会での提案となります。  ☆ メンバーの皆様、御苦労様でした☆ 

          

   情報提供の協力をお願いします 

資格あるいは専門性をもって、地域でくらし・環境に関った活動をしている女性 

目標に向って今チャレンジ中の女性を紹介下さい 

愛知県チャレンジ女性応援モデル事例集作成チームより 

連絡先 柴田万智子さん  携帯： ０９０－９９２５－３１９６ 

       E メール； m-shibata@tg.commufa.jp 
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                 今後の予定  

議員と語る会   10月 15日 (木)  13：30～16：00   知多市勤労文化会館 

   ・今年度の活動報告 

   ・ワークショップ（8グループ） 

 ・グループ発表・参加議員一言感想 

第 3回全体会   11月 30日 (月)  13：00～      知多市民活動センター 

     ・フォーラムについて     

フォーラム   命のつながり 男と女の役割 ～生物多様性(COP10)と男女共同参画～  
 女性の環境に関する地域活動へのチャレンジを応援する連続セミナーの締めくくりです 

日時  2009 年 12月 13 日(日) 13：00～16：00  

会場   知多市勤労文化会館 やまももホール 

セミナーの報告 

     パネルディスカッション    コーディネーター： 石井久子 

パネリスト； 広岡たつみさん・ 浅野智恵美さん 他 

     講演 「一歩ふみだしてみませんか？」   
講 師 ： 広岡たつみさん 

   環境に関する女性のチャレンジ事例集の紹介 

新年会     2010 年 1月 26 日（火） １１：００～       
 金山 グラントコート 30F     会費 ￥5,000 

 

各市町からのお知らせ          

 ☆阿久比町  10 月 17 日(土)    「ふれあいハイクで シラタマホシクサを見よう」   

 「板山高根湿地コース」（４．１K） ふれあいの森～板山高根湿地～トマトハウス団地～安楽寺～ふれあいの森 

９時受付開始  ９時３０分スタート（雨天中止） ふれあいの森管理棟前に集合      ※当日受付可 

☆東浦町   10 月 24 日(土) 13：00～   「男女共同参画社会づくりフォーラム」  

              講師： 大塚 錥子氏 オペラによる歌と踊りで男女共同参画を学ぶ    参加費：無料 

              会場： 東浦文化センター     問い合わせ： 文化センター ℡ ０５６２ (８３) ９５６７ 

☆大府市  11 月 28 日(土) 13：00～  「DV シンポジウム」   会場：石ヶ瀬会館 

講師：具 ゆりさん                      参加費：無料 

    

    

 

 

 

 

 

 

～～～～編集後記～～～～ 

強い台風 18 号がこの地方を通り過ぎました。皆様のところは大丈夫でしたか？  

2016 年の夏季オリンピック開催都市が、東京ではなくリオデジャネイロに決定！残念？ 

今年の中秋の名月とてもきれいでした。たまには風流に月を愛でる余裕を持ちたいですね。 

『みちの会だよりについてご意見ご要望をお寄せ下さい』 

発行責任者：竹内 より子（TEL／FAX 0562－55－3535） 

編集 委員：吉見 久恵・川口 知里 


