
　２年前に推進員を引き受けるまで、私は男女共同参画という言葉さえ知らず
にいました。推進員はただ、引き受けた役に付いてきたもう一つの役に過ぎな
かったのです。
　分からないまま役員会に出席し定例会に参加して、そしていろいろな方の講
演を聞き、たくさんの方が様々な活動をしていることを知りました。
　ただただ驚きました。身近にありながら知らなかった事、気付かなかったものが

いっぱいあったのです。
　『男女』という言葉で括ってしまうと、どうしても日常の家庭の役割だとか社会的な立場などに話が
偏りがちですが、老若、親子、といろんな関係で考えられると思うようになりました。お互いがどう相手
を思い、考え、一緒に生きていくか。人と人がどうかかわって生きていくか。それを考え、実践していく
入口にこの推進員はあるのだと。
　しかし、自分を振り返ってみても人間は都合のいいもので、物事がうまくいっている時には人にやさ
しかったり周りに寛容だったりできますが、つまづいた時は短気だったりきつくあたったりその場そ
の場での振る舞いをしてしまうこともあるので、結局は自分自身に向き合っていくことが大事なのだ
と思います。
　毎日いろいろな事件が起こっています。自分の掌の中にあるものを守る事だけに頑張ってきた私に
はわからないと思うことが多いです。目の前のもの、腕に抱えているものだけを大事にしてきましたが、
もっともっと視野を広げていろんなものを守れるようになりたいと思いました。推進員の皆さんと一
緒に前に進んでいけたらいいなと思っています。

平等・開発・平和
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富山県男女共同参画推進員高岡連絡会　会長　髙木　法子

男女共同参画にふれて

　私たち推進員は｢男女共同参画｣について、今後２年一期の間に

｢気付き｣｢学び｣｢ひろめる｣ことに目標をおき、家庭・地域・職場な

どで啓発する目的でこの広報紙｢ともだち・共立｣を発行しています。

　この広報誌を通じて、皆さんと共に知識を深めていきたいと思い

ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（指﨑　一匡）
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　市内小学校区から選ばれた 52 名
の推進員です。学習会や講演会、ワー
クショップなどで学び、そこでの気
づきを来年度のミニ地区懇談会や、
それぞれの地区・職場・家庭で伝え
られたらと思っています。

これから２年間共に学び伝える仲間たち

　富山県男女共同参画推進員の依頼書交付式が富山国際会
議場で行なわれました。交付式のあと、なんとファミリー劇
団による劇があり日常生活での男女の意識のズレを表現し
ており、自分の生活とリンクして笑ってしまいました。その

あと東京大学大学院総合文化研究科教授の瀬
せ

地
ち

山
やま

 角
かく

氏に
よる講演がありました。演題は「笑って考える　家庭のこと
　仕事のこと　未来のこと」。氏は家庭では子どもの送迎と
夕食を担当するイクメンであり、現在の男女共同参画の状
況と、現状を踏まえた今後の男女共同参画に関する提案を
してくださいました。瀬地山氏は家事育児また経済面での
共同参画を実践しており、男女共同参画推進員の目標モデ
ルではないかと関心いたしました。　　　　 （谷内　英哉）

　男女共同参画や企業に対する表彰式の後に、映画字幕の翻
訳やハリウッドスターの通訳などで有名な戸田奈津子氏の基
調講演がありました。直前まで映画の公開に合わせて来日し
ていたトム・クルーズ氏の話を中心に、スーパースターの素
顔について楽しくまたシビアに紹介したり、狭い字幕翻訳家
の世界で独り立ちするためのご自身の苦労についてなど笑い
を交えながらの講演でした。一躍有名になったスターを支え
るものは何なのかということと、30 年もスターでいることの
大変さ。戸田氏の 10 年の下積み経験と今。映画という世界で
重なった、華やかなだけではないお二人の話は自分の立ち位
置を振り返ってみるきっかけにもなりました。

（髙木　法子）

副会長　指﨑　一匡
部　長　松本　光司
　　　　谷内　英哉
　　　　冨岡　ルミ

　第 4 回定例会は、七夕飾りの作成と、みんなの願いを
書いた短冊の作成を行いました。今回作成した七夕飾り
は、ペットボトルを使った可愛らしい織姫様と彦星様。
　きらびやかな七夕飾りができました！

　旧万葉の杜（高岡大和横）に集合して、飾り付けを行いました。
　飾り付けの場所として用意されたのは、なんと「ステージ中央」！
みんなの頑張りで、あっという間に飾り付けが終了し、爽やかな風に
たなびいていました。
　みんなの願いが、きっと叶いますように！

7月27日（日） マイ七夕制作会場

講師 認定こども園 かたかご幼稚園・
　　 かたかご保育園　保育士　清水　京香さん

7月17日（木）

民間支援基金パサパは皆様の支えで成り立っています!民間支援基金パサパは皆様の支えで成り立っています!

　ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）問題は社会認知もされ、徐々に支援の輪も広がっています。しかし
未だ被害の相談件数は増加しており、子どもへの影響も深刻な問題になっています。パサパは、誰もが安心し
て暮らせる、何事も暴力で解決しない社会を願って活動します。

ＤＶ被害者が、自立の一歩を踏み出すための一時支援金を無利子で貸出します

〈会費・寄付振込先〉
ゆうちょ銀行〇七九店（079）当座預金口座番号 0057876
口座名　サポート基金パサパ
問合せ先：０８０－６３５８－０８３８

賛同するみなさんの会費・寄付で運営しています。あなたのサポートをお願いいたします。

パ 　 サ 　 パ

パサパって？
フランス語で、

「一歩一歩」という意味です。

ほっとホット高岡 総合サービス案内

▲

市政情報

▲

市民参加

▲

男女平等・共同参画

http://www.city.takaoka.toyama.jp/kikaku/0208/index.html

この広報紙は高岡市のホームページからもご覧いただけます。

市民・事業者のみなさま

男女共同参画推進員全体研修会
４月19日（土） 国際会議場
講演 「笑って考える 家庭のこと 仕事のこと 未来のこと」

東京大学大学院総合文化研究科教授 　瀬地山　角 さん

6月28日（土）富山県民共生センターサンフォルテ
講演 「女と男 豊かに生きる ～字幕の中に人生を～」
映画字幕翻訳者　戸田　奈津子 さん

サンフォルテフェスティバル

せ  ち やま　かく

高岡七夕
まつりに参加しました !!高岡七夕
まつりに参加しました !!

飾り付け

七夕飾り
制作



認め合い 支え合い 共に輝く ひと と まち
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悩んでいることは
ありませんか

DV（夫や恋人からの暴力）
家庭や職場のトラブルや悩み事など

高岡市男女平等推進センター相談室

TEL 0766－20－1811
相 談
時 間

  9：30～16：30　月・火・水・金・土
14：00～20：00　木

【電話相談】【面接相談】（面接相談は予約が必要です。）

高岡市末広町1-7（ウイング・ウイング高岡６階） ●JR高岡駅前

相 談 室 よ り

※休館日は、毎月第４月曜日・12月29日から翌年の１月３日です。
　（相談業務は毎週日曜日がお休みです。）

　相談室では一人ひとりの気持ちや考え方を尊重し、相談者自身が
自分の力を発揮して問題解決に取り組んでいけるようなサポートを
行っています。
　電話相談や面接の中で相談員とともに問題を整理しながら、今後
の見通しをつけていくための知識や情報も提供しています。
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相談件数：2,855 件（延件数）

主な主訴：①DV 1,762 件（61.7％）　②生き方 290件（10.2％）

　　　　　③夫婦の問題 148件（5.2％）

年 齢 別：①30代 1,095 件（38.4％）　②40代 886 件（31.0％）

　息子が結婚して、ごみ捨てをしてい
るのを見たら多分、男にあんな事させ
てって思うかもしれません。県の全体
会に参加した時の南砺市の寸劇をみ
ていて、あ～これも男女差別なんだと
気付かされました。推進員をすること
になって学習会や講習会等に参加す
ることで今まで気付かなかったこと、
勘違いしていたことがわかればいい
なと思います。2 年間、どうぞ宜しく
お願いします。

　私が男女共同参画の事を知ったの
が、二年半前です。そして、地区別懇談
会に出席し、DV について、女性就業
率の事などを聞き、グループごと、各
世代入り交じって話し合った事が始
まりです。その時は自分が推進員にな
るとは、考えもしませんでしたが、こ
れも何かの縁だと感じております。
　これから二年間、勉強させて頂き

『認めあい、支えあい、共に輝く、ひと
とまち高岡』に少しでも貢献できれば
と思っております。よろしくお願い致
します。

　私が男女共同参画に参加して感じた
事は、今まで自分が妻に対して手伝っ
てきた事が、手伝いをしてあげている
んだという思い上がった気持ちで行動
していたという事に気付きました。
　日本の社会は、まだまだ男性優遇の
社会ですが、これからは今まで以上に
女性の意見を取り入れ手伝ってあげて
るんだという気持ちで接するのではな
く、自分も楽しみながら子育てや手伝
いが出来る様、変わっていきたいと思
います。

　「男女共同参画」と聞いて、マスメ
ディアで流れる「社会での男女構成比」
の事をｲﾒｰｼﾞしましたが、4 月からの活
動を通して、何事も“あたりまえ”と捉
えずにお互い “認め合う”事を前提とし
たコミュニケーションが大切と、現在
は捉えています。
　各校下から選出された推進員の方々
は、世代もバラバラで経験豊富な方も
多く、偏らない広い視野で活動できる
大変良い機会だと思っています。
　2年間どうぞ宜しくお願いいたします。

　本年度より法律部会の部長を務めさ
せて頂きます野村校下の中村です。
部長職を引き受けたものの全く知識が
無く不安でいっぱいですが、講演会や
研修会などのいろいろな活動の中で皆
さんとともに学び、そして理解してい
きたいと思っております。
　そして、2年後には家庭・職場・学
校等の日々の生活の中でわずかでも
『男女共同参画社会』に貢献できるよ
うな存在になっていれればと思います。
　2年間、よろしくお願い致します。

法律部会　  　　　（中村　剛士）地域・家庭部会　  （菊井　芳美）

教育部会　　　　  （北島　裕美）

平成26･27年度　富山県男女共同参画推進員高岡連絡会名簿
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田　辺　和　英
浜　野　佳　子

部長　松　本　光　司
冨　岡　ル　ミ
山　口　晴　宏
渡　辺　志津香
窪　田　政　三
長　田　正　美
樋　口　和　久
若　井　純　子
田　　　義　幸
野　村　匡　一
藤　田　佳　宏
芳　岡　由里子
林　　　慎　一
永　井　安都子

会計　大　場　恒　治
部長　菊　井　芳　美

副会長　粟　山　　　徹
山　下　美奈子
穴　蔵　政　幸
酒　井　京　子
戸　佐　　　孝

監　事　向　　　恵　実
向　郷　昌　弘
大　坪　順　子

　部　長　中　村　剛　士
　会　長　髙　木　法　子
　副会長　林　　　史　樹

臼　谷　美　紀
吉　田　真　実

　監　事　小　泉　弘　子
　副会長　指　﨑　一　匡

宮　口　美　香
山　元　一　成

　副会長　山　元　裕　美

部　長　中　田　由　勝
砂　川　亜　紀

　　　　　　松　本　剛　宏
　　　　　　高　田　純　子
　　　　　　谷　内　英　哉
　　　　　　森　　　清　志
　　　　　　水　野　貴　之
　　　　　　松　田　久美子
　　　　　　清　都　勢　憲
　　　　　　原　　　夏　美
　　　　　　野　原　隆　志
　　　　　　尾　﨑　絹　代
　　　　　　島　崎　直　樹

部　長　北　島　裕　美
　副会長　生　原　正　樹

庶　務　中　山　真　紀

平成26年度 上期活動報告上期活動報告上期活動報告 会場は全て男女平等推進センター(ウイング･ウイング高岡6階)

4/17
（木）

平成26年度総会　第1回　定例会
・高岡市の担当課の説明
　男女平等・共同参画課 課長 柴田善子さん
・新旧推進員の引継ぎ

5/22
（木）

第2回　定例会
・前期の活動報告
・部会ごとの話し合い

6/19
（木）

第３回　定例会

第４回　定例会7/17
（木）

・男女平等・共同参画ってなに？
　講師　安居　登さん
（国吉光徳保育園園長 光徳寺住職 元県男女共同参画推進員）

・七夕飾り製作
　講師　清水　京香さん

認め合い 支え合い 共に輝く ひと と まち
　「男女平等・共同参画」とは男女が互いに性別にかかわりなく
その個性と能力を発揮することです。

男女共同参画社会基本法

男女共同参画社会を
実現するための
５本の柱

国際的協調

家庭生活に
おける活動と
他の活動の
両立

政策等の立案
及び決定への
共同参画

社会における
制度又は

慣行についての
配慮

基本理念

（平成11年6月23日公布・施行）

　基本法では、男女共同参画社会を
実現するための5本の柱（基本理念）
を掲げています。
　また、行政（国、地方公共団体）と国
民それぞれが果たすべき役割（責務、
基本的施策）を定めています。

男女の個人としての尊厳を
重んじ、男女の差別をなくし、
男性も女性もひとりの人間と
して能力を発揮できる機会を
確保する必要があります。

固定的な役割分担意識にとら
われず、男女が様々な活動が
できるように社会の制度や慣
行の在り方を考える必要があ
ります。

男女が対等な家族の構成員
として、互いに協力し、社会の
支援も受け、家族としての役
割を果たしながら、仕事や学
習、地域活動等ができるよう
にする必要があります。

男女共同参画づくりのため
に、国際社会と共に歩むこと
も大切です。他の国々や国際
機関と相互に協力して取り
組む必要があります。

男女が社会の対等なパート
ナーとして、あらゆる分野に
おいて方針の決定に参画で
きる機会を確保する必要が
あります。

男女の人権
の尊重

職場部会　　　　　（中田　由勝） 広報部会　　　　　（松本　光司）

代表して5人の
新部長のご挨拶

推進員は5つの部会に  
所属して学んで行きます。


