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「Ｅフェスタ２００７」を開催します
Ｅネット（高岡市男女平等推進センター登録活動団体ネットワーク）
代 表

が

い ず み

泉 美

高岡市は、｢男女平等推進センター｣｢男女平等推

「Ｅフェスタ２００７」
は１０月１日から 14

進プラン｣｢男女平等推進条例｣と、｢男女平等｣を意

日まで開催します。
「みんな集れ！Ｅいいまちつ

識して男女共同参画を進めていると思います。市

くろ！」をテーマにした１５の団体によるワー

民が、行政とともに「男女平等」の視点がいかに

クショップ、１１の団体による展示、メインイ

大切で、これが達成されることなく｢男女共同参

ベントの｢市民サミット｣です。｢市民サミット｣

画｣はありえないということをしっかりと認識し、

では、昭和 40 年代のある町を取り上げ、昔の

その道筋を確かに歩んでいこうと活動しているか

高岡を知り、これからどうしていくのかについ

らだと考えています。高岡の市民団体による男女

て多くの市民で語り合います。展示・ワークシ

平等に関する活動が非常に活発なものだというこ

ョップから見えてくるものを繋げ、意見を持ち

とは、センターの壁面を飾る歴史パネルが物語っ

寄り作り上げるという今年の取り組みは、メイ

ています。連綿とした女性たちの活動が今日につ

ンイベントとして今までにないものでとても楽

ながり、２年前、Ｅネットが設立されました。

しみにしています。詳しくは総合パンフレット

Ｅネットは、
「まちづくり」｢協働｣を主眼におい
て 42 団体がネットワークしています。一人ひと

」

す

須 賀

を手にとってご覧ください。実に多彩な取り組
みを目にされると思います。

りの市民が自立し、問題意識を持ち、問題解決の

イベントを行うことが目標ではなく、それを

ために活動する、他と繋がる・・それが｢まちづく

通じて何を獲得し何が課題として残ったのか、

り｣であり｢協働｣の本質ではないでしょうか。「ま

課題を解決するためにどう行動すればよいのか

ちづくり」も｢協働｣も根本的には「人づくり」で

を考え、次に繋げることこそが一番大事な「人

す。｢人｣はどんな価値観で行動しているのか、し

づくり」
「まちづくり」だと捉え、私たちは「Ｅ

ていけばよいのか、それをお互いに発表し、皆で

フェスタ２００７」を開催します。

楽しく学びあう場が｢Ｅフェスタ｣です。

皆様のご参加を心よりお待ちしています!

― 8/7(火)13:30〜 ウイング・ウイング高岡６F サロン ―
男女平等推進についての意見を募集する「男女平等ＥＸＰＯ高岡
2007」の開通式が行われました。小間男女平等ＥＸＰＯ高岡 2007 実
行委員長と羽岡センター運営協議会長があいさつした後、向高岡女性の
会連絡会長、山下Ｅネット代表代行、野村センター所長が加わりテープ
カットをして男女平等ＥＸＰＯ高岡 2007 のホームページの開通を祝
いました。
今年のテーマは「わたしが変われば」自分が変わったことをきっかけ
に、家庭や職場などで起きた出来事を 10/10(水)まで募集しています。
《 ＥＸＰＯホームページアドレス・ 問合せ先 》

http://www.danjyo-byoudou.jp/
−テープカットの様子−
（右から）

℡(0766)20-181０ 高岡市男女平等推進センター

向会長、小間実行委員長、羽岡会長、
野村所長、山下代表代行

8/8（水）19:30〜21:00

会議室

テーマ：
「本当に生きることは出会い続けること」
講

私たちの毎日は得がたい「出会い」の連続。でも、
それをあたり前のこととして生きている。自分の いのち が多く
の人との出会いと多くのいのちに支えられているということに気
づいたとき新たな関係を見いだすことができる…とのお話しに忘
れかけていた人とのつながりの大切さを考える講座でした。

講座の様子

8/23（木）13:30〜15:00

師：ユ ヨンジャさん

会議室

テーマ：衣食住の生活的自立・愉しみ方
講 師：男女平等推進センター所長 野村

乙美

最終回は、受講生が 自分のいちばん得意とすること を発表した後、
「自分ブランドを発信しよう！」とグループで講座の企画書を作成しま
した。
「男の料理教室」や「エコ手作りバックを作ろう」
「かわいいイン
テリア」などの企画が提案され、衣食住に関して自分たちの得意とする
ことを講座にして発信する方法を学びました。

8/31(金) 1０:０0〜1２:０0

講座の様子

会議室

福井県越前市南地区男女参画推進員（いっしょの会）が当セ
ンターを訪れ、センター登録団体である「町なみを考える藤グ
ループ」「富山県男女共同参画推進員高岡連絡会」のメンバー
と交流しました。交流に先だち、男女平等推進センター所長よ
りセンター設立及びセンター事業の概要説明が行われ、男女共
同参画社会実現に向けての理解を深めました。

交流会の様子

センター企画講座のご案内
〈申込先・お問合せ先〉男女平等推進センター ℡（０７６６）２０−１８１０

女性のための護身術入門
〜いざという時に、自分で自分を守ろう〜
と き：10 月 6 日(土)10：00〜12：00
ところ：ｳｲﾝｸﾞ・ｳｲﾝｸﾞ高岡６F 会議室
講 師：ｾﾙﾌﾃﾞｨﾌｪﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ 安井 愛美さん
定 員：20 名（10 歳以上の女性）
持ち物：動きやすい服装
タオル
飲み物（水分補給用）
筆記用具

お父さん、おじいちゃんと一緒！
わくわくクッキング（本格ジャンボつくねを作ろう）
と き：11 月 23 日(金)10：00〜12：00
ところ：ｳｲﾝｸﾞ・ｳｲﾝｸﾞ高岡６F 生涯学習センターキッチンサロン
講 師：ｽﾏｲﾙ ｸｯｷﾝｸﾞ 室崎 ゆかりさん
定 員：１０組（先着順）
対 象：年長児又は小学生の子どもと、その父親か祖父ペア
材料費：千円（２人で）
託 児：１歳以上就学前のお子さん
（11/13 までにセンターへ）

※受講申込は 11/6 から受付します！

男女平等ＥＸＰＯ高岡 2007 表彰式

式典イベント

テーマ「わたしが変われば…」
と き：11 月２日（金）18：30〜20：30
ところ：ｳｲﾝｸﾞ・ｳｲﾝｸﾞ高岡 4F 生涯学習センターホール
内 容：表 彰 式 優秀賞、大賞
活動発表 高岡市食生活改善推進協議会、市Ｐ連、Ｅネット他
意見交換 「わたし」がどのように変わることで「明日の高岡」を

配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春・
人身取引、セクシャル・ハラスメント、ス
トーカー行為等は女性に対する暴力は人権
侵害です。これらは、決して許されるもの
ではないとの社会認識を徹底し、女性の人
権尊重のための意識啓発を行います。

よくすることができるのかを、みんなで熱く語ります

女性に対する暴力をなくす運動

期間 11/12(月)〜11/25(日）

〈申込先・お問合せ先〉男女平等推進センター ℡（０７６６）２０−１８１０
啓発展示

パープルリボン運動に
ご参加ください
パープルリボン運動は、ＤＶや虐待など女性に対す
る暴力の問題について関心をもってもらうことを目的
に実施する運動です。
展示された特大Ｔシャツにリボン（ＤＶ根絶のシンボ
ルのパープルリボン）をつける
ことで参加できます。
（※リボンはこちらで準備しております）

《展示場所》
・高岡市役所本庁舎１Ｆロビー
・ｳｲﾝｸﾞ・ｳｲﾝｸﾞ高岡６Ｆ男女平等推進センターサロン

啓発活動
リーフレット「デートＤＶを知っていますか？」を
高岡市内の高等学校１年生全員に配布し、ＤＶについ
ての意識啓発を図ります。
講 座
と き：11 月 19 日(月)19:00〜21:00
テーマ：DV 法を知っていますか？
ところ：ｳｲﾝｸﾞ・ｳｲﾝｸﾞ高岡６Ｆ会議室
講 師：弁護士 武島 直子さん
定 員：３０名
託 児：１歳以上就学前のお子さん
（11/ 9 までにセンターへ）

高岡市男女平等推進センター

ウイング･ウイング高岡

10/1(月)〜10/14(日)
◇メインイベント 10/14（日）14:00〜17:00【４F ホール】
市民サミット「くらしが基本のまちづくり」
・13:00〜
・14:00〜
・15:00〜
・16:45〜

開場
まちなか生活の調査報告
サミット本会議
サミット宣言

高岡の街をにぎやかに！−津軽三味線の生演奏を楽しもう− Enjoy
【12:50〜13:50 ウイング・ウイング広場 (雨天のとき４F ホール) 】

◇ワークショップ
日

時

時

10/1(月)〜8 日(月)【６F 会議室】

間

タ

イ

ト

ル

10/1（月）

19:00〜21:00

マインドマップを楽しもう−記憶、発想、整理、脳科学を駆使したメモのとり方−（楽学電脳座）

10/2（火）

14:00〜16:00

男女共同参画の視点で DV を考える

19:00〜21:00

本音で話そう−ジェンダーについて−

13:30〜15:30

自分を表現する俳句―あなたも俳句をつくってみませんか？

（水鳥）

19:00〜21:00

こらからの地域づくりに必要な視点―持続可能な開発とは−

（地域づくり高岡）

10/5（金）

19:00〜21:00

高岡女性の政策・方針決定過程への参画

10/6（土）

10:00〜12:00

女性のための護身術入門−いざという時に、自分で自分を守ろう−（高岡市男女平等推進センター）★要申込

15:00〜17:00

目からウロコの女性健康講座 part５−私たちの望む医療とは−（特定非営利活動法人ハッピーウーマンプロジェクト）

19:00〜21:00

多文化共生って何するの！？

10:00〜12:00

戦争と平和を考える集い「国破レテ山河在リ」−永らえた学徒兵の回想−

13:30〜15:30

市民の政治参画せんまいけ！

10:00〜12:00

毎日の子育てが楽しくなる素敵なおかあさんの家庭教育講座

13:30〜16:30

まちにマッチするアートをみんなで考えるワークショップ

19:00〜21:00

これからの社会

10/3（水）

10/7（日）

10/8（月）

（コモン塾）
（ベアテさんの会）★要申込

（高岡女性の会連絡会）

（グループ e）
（憲法９条ファンクラブ＠高岡）

（シャキット富山）

−男女平等・共同参画とは？

（高岡家庭教育研究グループ「ほほえみ会」
）

（２００X 年まちづくりの会）

（女せい史グループ OKAOKA）

◇展示 10/1（月）〜14 日（日）【１F 市民ラウンジ】
おきらく倶楽部/K.K.TOYAMA/憲法９条ファンクラブ＠高岡/子育て支援を考える「涼悠会」/
富山県男女共同参画推進員高岡連絡会/病院ボランティアすずらん/町なみを考える藤グループ/
シャキット富山

選択的

夫婦別姓の会・高岡・ななの会/地域女性ネット高岡/特定非営利法人くれよん

主催／E ネット（高岡市男女平等推進センター登録活動団体ネットワーク）
代表

須賀

泉美

℡

共催／高岡市

0766-22-4544

☆前号の訂正：チーフオフィサー（男女共同参画推進責任者）設置事業所数は 7１社の誤りでした。ここに訂正し、お詫びいたします。☆

