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  みちの会だより 
 

 

                挨  拶          会長 川口 知里     

平成２２年度、みちの会の会長を務めることになりました、川口知里です。 

みちの会＝未知の会だった私が、昨年、竹内会長のもと幹事として何とか１年が無事すぎ、ホッ

とする間もなく、会長という重責を担うことになりました。どうぞ宜しくお願いいたします。 

今年度のテーマは「命のつながり 男と女の役割 パートⅡ」です。愛知県チャレンジ女性応援

モデル事業での各ブロックの活動を通して、生物多様性を身近なものと感じることができた昨年度

のテーマを引き継ぐものです。 

今、世の中は確実に変化しています。デーサービスの利用や入所などは当たり前のことになり、

いつまでも元気でいたいと喫茶店のモーニングサービスを利用する老人たちの集まりも多くなっ

てきました。また、つい最近、男性の手芸教室の放映をみました。あぐらをかいて編み針をもった

男性が、手編みの帽子をかぶって手を動かしていました。男性曰く「自分だけのオリジナルのもの

を作る喜びが最高」と。そして、出産しても働きたいと子育て支援を望む女性の声もますます多く

なっています。少し前だったら考えられないようなことがいっぱいあります。一人一人が自分らし

く生きられる社会、そんな社会に向かっているのは確実です。しかしその一方で、苦しんでいる人

がいるのも事実です。 

みちの会は、９１名の会員のネットワークを活かして、何が問題なのかを見つけ、その解決のた

めの方向を探り、自分たちだけでなく関係機関をも含めて考えていく会だと思っています。会員の

皆様の声こそが、みちの会の道だと思います。どうぞ、この１年たくさんの声を出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成 22 年度総会   4 月 21 日(水)) 

平成２２年５月２６日発行 第６２号 地域開発みちの会 



2 

総 会 開 催 

日時・場所： 4 月 21 日（水）10：00～   知多市民体育館 2 階大会議室 

参加者：56 名、委任状：24 枚 

◆平成 22 年度 役員・幹事・会計監査の紹介 

  会  長：川口知里             

副 会 長：山口道子・伊藤美智子 

  書  記：竹内より子・近藤由美子      

会  計：中村修見・鈴木良子 

  幹  事：河津百合・伊藤八千穂・加納和江・八谷政代 

片桐眞砂子(広報)・山﨑宏子(広報) 

  会計監査：吉見久恵・石井久子 

◆会則見直し(案)承認 

昨年度、会則見直しプロジェクトチームが発足。 

チームによって会議で練られた見直し案が提案されまし 

た。多くの意見が出され、協議の結果、承認されました。 

尚、会則についてご意見のある方は幹事まで申し出ください。  

～会則見直しプロジェクトチームより～ 

総会では皆様からたくさんのご意見をいただきありがとうございました。 

皆様のみちの会に対する熱い思いが伝わってきましたし、会則の大切さを改めて感じる事ができ

ました。ご指摘いただいたようにまだまだ見直す箇所はあります。今後見直し作業が継続され、よ

り実情に合った会則になっていくことを期待いたします。 

 

第 一 回 全 体 会 

今年度のテーマ「命のつながり 男と女の役割パート２」に基づき、各ブロックで開催予定のミニ

セミナーについてワークショップを行い、内容を発表しました。 

 

【Ａブロック ブロック長：河津百合】      【Ｂブロック ブロック長：八谷政代】 

・つながっれとまつり２０１０ 参加       ・Ｂブロックの地域性や特性を考えた食に 

(6 月 26 日(土)13：00～15：00)       関わることで今年も考えていきたい 

・県外研修 トヨタ白川郷自然学校          地産地消・旬・スローライフ 

     (10 月 20 日(水)・21 日(木))         男女協働・「いい人見つけた!」活用 

           

【Ｃブロック ブロック長：竹内より子】    【Ｄブロック ブロック長：近藤由美子】 

 ・ビオトープとネイチャーゲーム        ・各市町の自然生態系の取り組み、特に希 

    6・7・11 月の(土・日)を予定        少植物を取り上げていきたい 

    20 組 50 人 会員の参加は含まず      ･ 他のブロックと連携して知多半島全体の  

    講師に吉鶴さん               取り組みに広げたい 

よろしく 

お願いします!
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平成 22 年度 新会員の紹介 

✻✻✻知崎 妙子(名古屋市) ✻✻✻        

名古屋市天白区男女共同参画推進事業を行政ととも    よろしくお願いします♪♪ 

に進めている｢e コールてんぱく｣で活動していること     

から、支援セミナーを受講しました。また、4人の子      ✻✻✻藤岡 喜美子(名古屋市) ✻✻✻ 

どもが地域の皆さんにお世話になったので、トワイラ   平成９年男女共同参画支援セミナーの修了生後、 

イトスクール(小学校)、図書ボランティア(中学校)、  「尾張えみの会」に入会しました。名古屋へ転居 

ちびっこサロン(学区)、 ＣＯＯＰあいちの子育てひ     し「みちの会」に入会しました。とにかく地域を 

ろばに参加してお返しをしています。                  大切にと活動をして参りました。セミナーでは講 

             師や他の受講生のみなさんと出会い広く遠くをみ 

✻✻✻都築 広子(半田市) ✻✻✻      る視野、行動の必要性を教えて頂きました。失敗 

昨年度の男女共同参画社会支援セミナーで目から    もあり些細ですが成功もあり、今後も社会に貢献 

鱗を剥がされ、家庭で娘に学んだ事（DV･ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ・   できるよう自己研鑽に努めて参りたいと思います。 

ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ･FP など）を話すと｢学校で聞いたか    

ら知ってる｣と言われて、今までこれらの事を知ら      ✻✻✻ 鈴木 恵子(東浦町) ✻✻✻ 

ずに平和？に過ごしてきた事に気付きました。そ   正直に言えば「みちの会」の会員に加わらせていた 

してみちの会エネルギッシュな諸先輩方の姿に触    だいたものの、会の活動は知らず気持ちは一歩後退 

れ、この会で得る力を新しい企画を要求される地   ぎみでした。まずは知ることから、ブログを開いて            

域での食育活動に活かせればと思っています。     みました。とても読み易くテーマは難そうですが（す            

                          みません)身近な問題に取り組んでいることが分か 

りちょっと安心。見ること、聞くこと、参加するこ 

                         とを第一に考え、先輩方のパワーを分けていただき 

ながら、私自身学び成長できればいいなと思います。 

 

✻✻✻大岩 登之代(南知多町) ✻✻✻   

✻✻✻ 髙橋啓子(美浜町) ✻✻✻         昨年一年間、男女共同参画社会支援セミナーで勉強 

平成 21 年度の男女共同参画支援セミナーにおいて、   させていただき、自分が無知でいたことを痛感し知 

“日常生活の中から見えてくる DV”について考察し   ることの喜びを得たことに感謝しております。今後 

ました。身近な所に潜む DV に対し憤りを感じるとと    は、まず身近な方々へ自分の知り得た喜びを発信で    

もに行政のサポートに大きな格差がある事を知り、美  きたらと思っています。未熟者の私ですが、すばら 

浜町の遅れに落胆しました。ささやかな声ですが今後   しい先輩方に少しでも近づけるよう心がけ、僅かで 

の DV 対策の発展に期待します。                     もステップアップしたいと思っています。          

                                                                                                   

講  演  会  (主催：愛知県女性地域実践活動交流協議会・財団法人あいち男女共同参画財団) 
     日時：平成 22 年 5 月 18 日(火)13：30～15：30 (ウィルあいちセミナールーム 1・2) 

   演題：｢ＣＯＰ１０ 生物(生命)多様性は なぜ重要なのか？ ｣ 

講師：羽後 静子 氏 (中部大学国際関係学部国際関係学科准教授) 

冷戦後 90 年代に入り、アメリカ主導のグローバル化が進む中で WTO による自由貿易の推進や TRIPs

協定による生命の特許化がどれほど先進国企業の独占的支配をもたらし、途上国の貧困を増大させてし

まったか、この経済システムに対立する生物多様性条約 COP10 がいかに重要であるのか、単なる環境

問題ではないという深いメッセージがよく伝わりました。今年のＣＯＰ10 の声明に注目です。 



4 

～～～～編集後記～～～～ 

今年の春は行ったり来たりと不安定な気候でした。体の調子がおかしくなった方も 

みえるでしょうね。梅雨・夏は当たり前に来てほしいものです。人間界だけでなく、自然 

界もどうなったのでしょうか!？ 

『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 ：川口 知里（TEL／FAX 0569－65－0133) 

編 集 委 員：片桐眞砂子・山﨑宏子 

今後の予定  

☆６月 2６日(土)       つながれっとまつり２０１０ 参加 

☆10 月 2 日(土)       ｢いのちの多様性フォーラム｣へ協賛  

☆10 月 14 日(木)      議員と語る会 (武豊町中央公民館) 

☆10 月 20(水)・21 日(木)   会員研修 トヨタ白川郷自然学校 

☆11 月 13 日(土)      ウィルあいちフェスタ 参加 

☆1 月 29 日(土)         第 24 回知多・名古屋女性フォーラム(武豊町ゆめたろうプラザ) 

☆2 月            新年会 (南知多町を予定) 

会員のみなさまへ (募集します‼)  

◆つながれっとまつり２０１０  参加者◆ 

日時・場所：6.26(土)13：00～14：45  つながれっと NAGOYA セミナールーム１ 

タイトル：生物多様性（COP10）と男女共同参画  ｢命のつながり 男と女の役割｣ 

内    容：パワポ上映 

      ゲスト(事例集{いい人 みつけた！}執筆者)を囲んで  

    岩月宏子さん・堀 妙子さん ・松本妙子さん  

       ワークショップ       連 絡 先：山口道子まで (ＦＡＸ・Ｅメールで) 

会員集合：12：30           052-895-7356 / ymh_yama@mc.ccnw.ne.jp 

◆会員研修  参加者◆          
 行 先：トヨタ白川郷自然学校         申込期日：6.15 (火)～30(水) 

日 時：10.20 (水)～21(木)        方 法：市町と氏名をＦＡＸ・Ｅメールで 

費 用：25,000 円(概算)           問い合わせ・申込先：山口道子まで 

定 員：20 名                ※定員になり次第締め切ります。 

                                       ※幹事以外の会員の申し込みです。 

◆「いのちの多様性フォーラム JAPAN」プロジェクトチームメンバー◆ 

10 月 2 日に行なわれるフォーラムの分科会の企画・運営を行ないます。 

  申込先：竹内より子又は川口知里 まで  Ｅメール・ＦＡＸで        

申込期間：5月末まで 

 報 告  

◇愛知県女性地域実践活動交流協議会  総会   5/18(火) 10：30～ (ウィルあいち) 

  ［新役員紹介］     会 長    海部・津島女性の会   荒谷たまえ 

          副会長       地域開発みちの会    川口 知里 

◇第 3 次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方についての公聴会＠愛知 
               5/7(金) 14：00～16：00 (ウィルあいち 3 階大会議室) 

 

    

   

 

 

 

 

 


