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第６８号 地域開発みちの会    

みちの会だより 
                              ホームページ  http://www.aichi.michinokai.cc/                     

 

新年のご挨拶 

新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 

皆様は新しい年の初めを、どなたとどこで迎えられたのでしょう。 

そして、今年をどんな一年にしていきたいと考えられているのでしょう。 

地域開発みちの会では、一年の集大成であるフォーラム開催が間近です。 

今年度のフォーラムは、県の委託事業「新しい公共の場づくりのためのモデル事業」を受けて

の事業でもあります。メインテーマを「これからの男の生き方！イクメン・カジダン・共同メン」

とし、女性団体でありながら男性にとっての男女共同参画を考える企画になっています。 

男女共同参画は、「男性」や「企業」の理解なしには進みません。男性が変われば、女性も変わ

ります。男性の男女共同参画に対する意識を知る事が男女共同参画社会の実現に一歩近づくこと

になると考えます。あゆみを止めることなく、半歩・一歩と前へ前へと進んで行きましょう。 

フォーラム成功に向けて、さらなるご協力をお願いして新年のあいさつといたします。 

                          平成 24年 元旦 

吉見久恵 

第４回全体会について 

全体会は、会員が意見を出しあえる大切な場です。 

今回は、1月 29日のフォーラムについて役割分担などを決定していきます。 

日時：1月 8日（日）10:00～12:00 会場：「活魚の美舟」（南知多町） 

《報告》 

１．議員と語る会について 

２．ウィルあいちフェスタについて     

３．B ブロック学習会について 

４．県委託事業について 

・体験講座について 

 ・アンケートについて               

・実践事例について 

・DVD 制作について 

 《議題》         

１．フォーラムについて 

２．実践事例について 

３．その他 

新年会のお知らせ 

大いに語り、おいしいものを頂きましょう 

どんな余興が飛び出すか ご期待あれ！ 

日時：1 月 8 日（日）12:00~14:00 

会費：5000 円 

担当：D ブロック 

会場：「活魚の美舟」 

       ℡ 0569-63-2200 

       住所 知多郡南知多町師崎字ぐみの木 12 
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フォーラムのお知らせ 

第 24回 知多・名古屋女性フォーラムを開催します。活動の成果を共有し、広く情報を発信する

ためのフォーラムです。会員の皆様、お知り合いの方などに参加を呼びかけましょう。 

 

2011・女性たちの今～あらゆる場へ、女性の参画を 

～これからの男の生き方！イクメン・カジダン・共同メン～ 

日時：平成 24年 1月 29日（日）午後 13 時～16時 

会場：知多市勤労文化会館 つつじホール 

○基調講演 

演題：「仕事も家庭もあきらめない～人生のタイムマネジメント」 

 講師：佐々木常夫氏  

○パネルディスカッション 

コーディネーター：後藤澄江氏  

パネリスト：榊原輝重氏・横井寿史氏・永山峰子氏  

 

 

議員と語る会報告 

テーマ「2011・女性たちの今 ～市町の現状から～」 

今年度のテーマのもと、活動の一環として、行政に対して男女共同参画のアンケート調査を実施

しました。そのアンケート結果に基づいて、そこから見えてくるものについて、「行政」「議員」「市

民」が取り組む課題を考える、「議員と語る会」を開催しました。 

３つのテーマから今年も、活発な、実りある話し合いとなりました。 

 テーマ１の「女性の視点で 考える防災」では防災に 

おいて女性の視点が必要であるといわれているにも関わ 

らずその視点を組み入れる組織作りがされていないのが 

現状であるとの意見が出されました。 

テーマ２の「働く女性のための支援」では、意識改革は 

進んできているが 労働現場 行政においてその意識改 

革にシステムが追いついていないのが現状であるとの意見が出されました。 

テーマ３の「男性にとっての男女共同参画」では、個々の生活によって考え方が変化するので 自

然な形での育児・家庭・地域への参画が望ましいのではという意見が出されました。 

 ３つのテーマのまとめから読み取れることは 女性・男性の参画レベルを上げるためには 更な

る意識改革と、あらゆる場、特に女性においては政策 

決定の場に積極的に参画していく気概を持つことが 

必要であるということではないしょうか。みちの会 

会員皆様の更なる活躍が待たれるところです。 

日時：10 月 13 日（木）13 時半～16 時 

場所：石ヶ瀬会館（大府市）ホール 

参加者：83 名（議員 35 名・他団体 3 名

行政職員 2 名・会員 43 名） 
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各ブロックの取り組み報告 
 

  

事例集作成にご協力を 

県委託事業の一環として、男性の家事・育児など家庭生活や地域活動への参画・固定的性別役割

意識からの脱却をめざした取り組みなど、様々な実践事例の掘り起こしを行ない、事例集を作成し

ます。皆様の市町での取り組みをご紹介ください。 （締め切り 1月 20日）   

 

働く男性へのアンケート集計結果 

「男性のための男女共同参画に関するアンケート」調査にご協力いただき 

ありがとうございました。総数 672 部(みちの会 362 部)を回収できました。 

B ブロック（南知多町、美浜町、武豊町） 

テーマ： 防災に 女性のチカラを、提言を！ 

演題：「災害から 地域を守るため 今、私たち

が できること」  

日時：12月 2日（金） 13:30～  

場所：河和港総合観光センター 

参加者：92名（一般 71名、会員 2１名）   

◇ 講師 細川敦子さん  

（災害ボランティアコーディネーター）   

参加者の感想：地震をただ不安に思っているだけ

でなく、自分で考えて、一つ一つ準備しなければ

と、思いました。災害時の状況を想像する力、細

かい所まで気をくばる女性の力、そして、ご近所

の力は、大事だと感じました。いざというときに

は、助ける側の人になれるよう努力します。 

（一般参加 大岩峰子さん 南知多町）  

コメント： たくさんの方に参加していただきあ

りがとうございました。身の丈にあったお話が聞

けてとても良かったと思います。 

 

 

Cブロック（東海市、知多市、常滑市） 

テーマ：パネルディスカッション 

「2011 女性たちの今～労働の場～」 

 ～アンケートから見えてくる働く女性の実態～ 

日時：11月 19日（土）10:00～11:30 

場所：ウィルあいち セミナールーム 6 

参加者 32名（会員 28名・一般 4名） 

◇コーディネーター 

愛知淑徳大学教授  石田好江さん 

◇パネラー 豊明臨時職員保育士 渡部純子さん 

       シングルマザー   田中雅美さん 

      地域開発みちの会  坂喜代子さん 

参加者の感想：働く女性の置かれている状況がパ

ネラーの生の声として心に突き刺さりました。日

本には基本的人権が本当に保障されているのか疑

問に思いました 

コメント：格差の広がる社会の中、公共サービス

の不備が思い知らされる。不当な賃金格差に対す

る働きかけ（同一価値労働同一賃金）、地域の子

育ての環境を考えるなどこれからも論議していき

たい。 
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情報交差点コーナー 

☆半田市     女と男のつどい 2012 映画 アンダンテ 主催 半田女性活動連絡協議会 

3月 3日（土）13:00～15:00 場所：雁宿ホール（大ホール） 

料金：600 円（前売り 500円） 

社会学者と語る男女共同参画 主催：半田女性活動連絡協議会 

①1月 14日（土）13:00～15:30 「０（ゼロ）から学ぶ男女共同参画」 

          ②1月 28 日（土）13:00～15:30 「メディア表現から考える男女共同参画」 

場所：雁宿ホール２Ｆ視聴覚室 

 

☆阿久比町   平成 23 度男女共同参画講演会 主催：あぐい女性の会 

講師：社会保険労務士 横井寿史氏 

2月 18日(土）14:00～16:00 阿久比町中央公民館 本館 301号室 参加費無料 

 

☆南知多町 「南知多町女性のつどい」 主催：南知多町女性団体連絡協議会 

       内容：楽しい歌の世界へ 出演：林浩子氏、日比淳子氏 

1月 26日（木）13：30～15：30  

南知多町総合体育館 サブアリーナ 参加費無料 

防災啓発講座 「防災キャラバン隊と学ぼう！！」 
共催：南知多町・南知多町社会福祉協議会 
2月 25日（土）14：30～16：30 南知多町総合体育館２階   

              参加費無料  ※2／20（月）までに事前申し込み要 

 

☆大府市  「あなたとわたしのつどい」 主催：大府市女性連絡会 

2月 25日(土) 10:00～15:30 大府市勤労文化会館  参加費無料 

            

☆美浜町   DV を考えるーDV の現状と課題  主催：美浜町  

共催:みはま男女共同参画をすすめる会  2月 25 日(土)10:00～11:30 

場所:総合公園体育館２階研修室 定員 30 名程度（申込先着順） 参加費無料 

 

☆常滑市   映画会「幸せの太鼓を響かせて」 主催：常滑市社会福祉協議会                              

2月 12日（日）13:30～ 場所:常滑市民文化会館 料金 300円 

 ※お問い合わせは 各市町の幹事まで 

     編集後記 

 
     ８８歳の母は、私に深々と頭を下げ「ありがとう」と言う。 

   薄れゆく母の記憶の中で 時々私は母の娘ではなくなるのだろう。 

   人は 病や老いの行く末を選ぶことはできない。 

   それならば 年頭に当たって 願いではなく 決意の表明をしよう。  

 

発行責任者 吉見久恵              

編集委員  酒井信子 櫻井雅美 

ご意見・ご感想をお寄せください 電話又はＦＡＸ ０５６２－４７－１０７９ 


