共働き
「マンガ男社会の常識・非常識」より

対等のパートナー
２００８

編集発行

日常ありがちな一コマを切り取って

①

「常識」の中の差別や思い込みをマンガ

⑤

１０月１日発行

−監修の言葉より抜粋−

財務省印刷局編【現:国立印刷局】

で表現してみました。もし、思い当たる
節があるとすればあなたも無意識のう

第 18 号

ちに、男だから女だからという固定観念

⑥

②

に縛られた色分けをしているかもしれ
ません。だれもが活き活きと働き、家庭
や地域で人間らしく暮らす男女共同参
画社会は、女性だけでなく、男性にとっ
ても明るい未来図なのです。

⑦

③

内閣府 男女共同参画会議議員

岩 男 壽 美 子

ワンポイント・レッスン
⑧

「ネットワーク活動から男女平等社会へ」
E

ネ

ッ

妻と夫、それぞれに生き甲斐があっ
てもいいですよね。
お互いが対等のパートナーである

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)
あ お き

代

④

表

青木

み

ほ

以上、それを奪うことはできないし、

こ

家庭責任も対等なのです。

美保子

5 年前に設置された高岡男女平等推進センタ

例・プラン・施策の進捗状況などの説明。2 回目

ーは、それまで活動の拠点がなかった高岡の女

は、E ネットがワークショップを企画運営し男女

性たちにとって永年の希望でした。設置 2 年目

平等社会への身近な問題に焦点をあわせ、受講者

に E ネット（高岡市男女平等推進センター登録

の思いを出し合いました。日ごろ「こんなものだ。

活動団体ネットワーク)を立ち上げ、毎月開催の

ちょっと我慢。なんか変だ。」と思ってきたこと

しましょう」と文字に表して宣言することになります。これは市民の一人ひとりが「私はこの様に行動します」と

定例会に男女平等推進センターからも参加をい

が、実は個人の問題ではなく社会の問題であるこ

心に誓って、家庭や職場・地域で主体的に実践することが大切です。そして開町 400 年に向けて男女共同参画の社

ただき、課題の共有を図っています。さらに、

と、また男女の違いが原因ではなく、それぞれ人

高岡市男女平等推進センター運営協議会及び、

間としての人権を認め合えているかどうかが問

高岡市男女平等推進センターネットワーク会議

題なのだと気づきました。

に E ネットから委員も参画しています。また「市

現在、E ネット主催で 10 月 1 日から開催する

長との話し合い」もセンターで開催し、各グル

第 4 回「E フェスタ 2008」に全力で取り組ん

ープの日ごろの活動の中から見えてきた住み良

でいます。加入する 34 グループ・団体が、16

いまちづくりや DV(ドメスティックバイオレ

ワークショップ・13 展示、また最終日 10 月 13

ンス)被害者支援の課題が提案され、直に市長と

日(月・祝)にメインイベントを行いますのでご参

意見交換を行えたことは、私たちにとって大き

加をお待ちしています。

な励みとなりました。

今、国レベルで求められている政治への市民参

昨年 6 月の男女共同参画週間から、センター

画・女性の参画があらゆる部門で着実に進んでい

との協働事業である「男女平等・共同参画基礎

ると言えます。私たちは、これからもネットワー

講座」(2 回連続講座)を開催しています。1 回

ク活動を活かし社会の在り方を問い、考え、行動

目は、センター担当で高岡市の男女平等推進条

する取組を進めていきます。

こうして心に思うことを文字にすることって、実は怖いことだと思いませんか。何故なら書いたものは、自ずか
ら実行していることと同義だからです。
さて、高岡市男女平等・共同参画都市宣言文も広く市民の汗と知恵を結集し完成しました。
「こういう社会を目指

会的機運をいっそう高めてくれることでしょう。
ところが最近は、ブログで簡単に思いを文字で表現できることも手伝ってか、自身が無意識に実行している方も
多いようです。自ずから行動できるか、きちんと向き合ってから文字にして欲しいと願わずにいられません。それ
は、私たちが評論家やエッセイストなどではないのでなおさらです。
都市宣言を機に高岡市の住民の一人としてこの宣言文を、
「私が」という主語を明確にしながら未来に希望を託し、
楽しく言葉と行動で実践して参りましょう。

高岡市男女平等推進センターは、男女平等・共同参画を
推進する市民の活動を支援するとともに、男女平等・共同
参画に関する施策を総合的に進めるための拠点施設です。
活動・交流の場として、登録団体が会議・研修に使用で
きる交流スペース、どなたでもご利用できる有料会議室、
サロン（図書、パソコン設置）
、相談室（要予約）を備えて
います。
※休館日

毎月第４月曜日・12 月 29 日〜翌年の 1 月 3 日
（相談業務は毎週日曜日がお休みで す。
）

〒933-0023 富山県高岡市末広町 1-7
（ウィングウィング高岡 6 階)
TEL（0766）20-1810 FAX（0766）20-1815
相談室専用 TEL（0766）20-1811

高岡市男女平等推進センター所長 野村 乙美

9/1 (月)
みんな、来てね！

！

市議会 9 月定例会で「高岡市男女平等・共同参画都市宣言」が制定されました。この都市宣言を
記念して、次のとおり式典を開催します。市民の皆様のご来場をお待ちしております。
９月１日
（月）
センターサロンにて
「男女平等 EXPO
高岡 2008」のホームページ開通式を行いました。
平等 EXPO2008 高岡実行委員長の挨拶に始まり、

オープニング
弥栄節（やがえふ）踊り
記念式典
内閣府からの報告
宣言文の宣誓
男女平等 EXPO 高岡 2008 表彰式
活動事例発表

テープカットでホームページの開通を華やかに祝い
テープカットの模様

ました。
この日から一ヶ月の間、ホームページ・応募用紙・

ホームページにアクセスする
参加者のみなさん

１１月１日(土)

会場：生涯学習センターホール(ｳｲﾝｸﾞｳｲﾝｸﾞ高岡 4 階)

当日は 30 名に及ぶ参加をいただき、北川 芳子男女

FAX にて、
「私の思う男女平等」をテーマにわが家・
わが地域・わが社・わが高岡での男女平等について、
市民のみなさんの体験談等を募りました。
たくさんの思いが集まり、11 月１日(土)の男女平

基調講演

｢歴史を今に生かし、
未来へつなぐ」
講師

国立女性教育会館客員研究員

上村

・佐野地区婦人会
・NPO 法人 N ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ひと･みち･まち

等・共同参画宣言都市記念式典に向けていっそう弾み

PM1：30〜４：００

千賀子

さん

（富山県出身、
旧高岡市男女平等推進プラン市民委員会専門委員）

入場無料

がつきました。

託児有り

センター企画講座

「パパとおじいちゃんと、おいしい
市民企画講座Ⅲ

「お薬のなぁ〜ぜ？」

サロン

新着本

ご案内

−その効果的な使い方と
セルフメディケーションー
8 月 26 日(火)pm7:30〜9:00 ｾﾝﾀｰ会議室に

・
「男女共同参画と女性のエンパワーメントの

ためのお金の流れ」JAWW(日本女性監視機構事務局)編

日 時：11

月 16 日(日)

イタリアンクッキング」

am10：00〜12：30

講 師：クッチーナ・イタリアーナ主宰

松崎

裕子さん

対 象：お子さん(年長児〜小 6)とその父親か祖父とのペア
場 所：キッチンサロン(ｳｲﾝｸﾞ･ｳｲﾝｸﾞ高岡６階)
材料費：1000 円(2 人で)
託 児：1 歳から就学前までのお子さん(1１/６までにセンターへ)

11 月 1 日
より受付

て、金沢大学薬学部研修施設薬局担当理事薬剤
師／澤崎 せい子さんを講師に迎え、薬の効果的
な飲み方、飲み合わせの弊害などを学びました。
意外に知られていない目薬の正しい差し方にも
驚きの声が上がりました。

・
「女児に対する差別と暴力

けた取り組み」

実態と撤廃に向

房野 桂＋田中 正子 ㈱明石書店

・
「夫・恋人の暴力から自由になるために」
ジニー・ニッキャッシー＆スー・ディヴィッドソン
㈱パンドラ

図書・DVD・ビデオをサロンにて閲覧、貸出しを
行っています。皆様の積極的なご利用を
お待ちしています。

女性に対する暴力をなくす運動

11/12(水)〜11/25(火)

暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではなく、特に配偶
者等からの暴力、性犯罪、売買春・人身取引、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等の暴
力は人権侵害です。この社会認識を徹底し、女性の人権を尊重するためにこの運動を行います。

《講演会》「自分のための法律知識」

酒井 延子 弁護士
日時：11 月 14 日(金) PM6：30
講師：

パープルリボンの展示
・市役所本庁 1F ロビー
・男女平等推進センターサロン

場所： 男女平等推進センター会議室
定員： 30 名（先着順）
入場無料
託児： １歳から就学前までのお子さん(11/6 までにセンターへ)

