
木津校区 6･17(水) 

夫婦役二人で「男女共同参画」を軽妙な

富山弁の掛け合いで説明しました。 

 

国吉校区 6･28(日)     
ロールプレイングとグループディスカッ

ションで、男女共同参画やDVへの知識

を深めました。 

石堤校区 3･6(金) 

「ワーク・ライフ・バランス」のDVD
を視聴し、仕事と家庭の両立について男

女、それぞれの立場から考えました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「Eネット ～活動と課題～」  
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）  
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高岡市男女平等推進センターは、2004年に

市民の皆さんの活動拠点として設置されまし

た。また「男女平等推進条例」施行、「男女平等

推進プラン」策定等、高岡市は男女平等・共同

参画社会の実現に向けてハード・ソフト両面を

充実させてきました。 

そして、昨年「高岡市男女平等・共同参画都

市宣言」が制定された事によって高岡市の「男

女平等・共同参画」の外枠が完成したと言える

でしょう。今年から私たち市民と行政がさらに

「協働」して「男女平等・共同参画」を進めて

いけるか？が、大きな課題になってくると思い

ます。 

E ネットは2005年に発足し、男女平等推進

センターの登録団体で自主的に組織し、ネット

ワーク活動をしている市民グループです。それ

ぞれの活動の中から見えてきた課題を持ち寄

り、ともに共有し「まちづくり」「協働」「男女

平等」をキーワードに、課題解決に取り組む活

動を続けて5年目を迎えました。 

今年は 31 グループが加入し、それぞれの独

自の活動ともに E ネットの活動を行っていま

す。主な活動としては、グループ相互の意見・

情報交換の場として毎月「定例会」を実施して

います。センターと協働で開催している「男女

平等・共同参画基礎講座」、また「DV対策・防

止についての市民(E ネット)と行政の協働事業」

に取り組むために話し合いを始めました。新市

長となっても是非継続していきたい(継続して

もらいたい？)「市長との話し合い」、E ネット

の活動の PR の場であり、お互いの学び合いの

場である「E フェスタ」の開催等の事業に取り

組んでいます。 

「Eフェスタ」は8月30日(日)から 9月 6

日(日)まで開催します。「みんな集まれ！Eいい

まちつくろ！」をメインテーマに、15 のグル

ープによるワークショップと 12 のグループに

よる展示、最終日のメインイベントには、「環境

のEいいはなし」をテーマに氷見市出身の映画

監督鎌仲ひとみさんが現在製作中の環境ドキュ

メント「ミツバチの羽音と地球の回転 (仮題)」

のメイキングビデオメッセージ「ぶんぶん通信

№２」の上映と、監督ご本人を交えてのトーク

＆トークを予定しています。私たちが「エコ」

を考える深イ～イ話しになると思います。 

多数の皆様の参加をお待ちしています。 

南条校区 6･18(木)     
男女平等推進センター相談員を講師に
迎え「DV」をテーマに話しを聞きまし

た。 

 

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。 
※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 

今後の開催予定 
 
・能町校区  10月上旬 
・牧野校区  10/16  
・万葉校区  10月中 
・下関・二塚・野村校区  

11/11合同開催 
・千鳥丘校区 11/20 
・成美校区  11/20 
・伏木・古府・太田校区  

11/24合同開催 
・東五位   11月中旬 
・赤丸・五位山校区 

11月中旬 
・西条校区  11月下旬 
  

 

最近、温もりのある会話のコミュニケーションをとるのが、難しいとの声が聞かれます。 

先日 TVで、遺伝と環境の相互作用により人それぞれ使っている脳の分野が違うという研究が紹介されてい

ました。  

例えば、テレビやラジオをつけたまま、話しをしたり手仕事をする人がいます。それは、会話機能が左脳だ

けでなく右脳にもあって、そのうえ左右をつなぐ「脳梁」が太く、情報の行き来がし易いために、一度に多

くをこなすことを可能にしているからだそうです。 

一方、左右の脳が役割ごとに特化し、機能が明確に分かれ会話の機能が左脳に集中し、一つ一つのことを処

理していくことが得意な人もいます。そんな人は、右脳のイメージ処理領域で感じたことを状況整理し、左

脳で結論から話します。だから、右脳で状況整理している時間が何もしていないように見えてしまいます。

相手の言葉を待たずに素早く情報交換し発言する人からの愚痴や小言となれば、ストレスを感じてしまいま

す。この時に少しの間をとれば、結構上手くいくのです。新聞に熱中している人に何かを頼んでもタイプに

よっては、インプットされないために行き違いが生じてしまいます。 

人生、自分ひとりで生きている訳ではないのですから、こんな違いも知っていればコミュニケーションに役

立つことでしょう。 

また、素直に自分の気持ちを語ることや、愛情、感謝の気持ちを表現することも大切です。そうすればさら

に相手の良い点が見えるようになり、自分の心が豊かに潤い、磨かれ、器量が上がると思いませんか。 

                              高岡市男女平等推進センター所長 野村 乙美 

富山県男女共同参画推進員高岡連絡会  

高岡市は男女平等・共同参画宣言都市です。 
「認めあい 支えあい 共に輝く ひと と まち」 をみんなで目指しましょう。 

       

定塚校区 6･25(木)     
我が家の男女共同参画「親を学び伝える
学習プログラムを活用したワークショッ

プを行いました。 
 

ミニ 

とき：9月 23日(水・祝) 13：30～15：30  

会場：生涯学習センターホール(ウイング・ウイング高岡４F) 

 

 参加無料 

   



＊働く人を守る法律ミニ知識 
＊あなたのまちの『ミニ地区懇談会』スケジュール 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

＊労働関係のクイズが為になった。仕事でも参考にしたい。 

（60代男性） 

＊今まで言葉でしか知らなかったワーク･ライフ･バランスがわか

った。他企業での対応を知りたい。（40代男性） 

＊クイズで労働時間に関する知識が得られた。就業規則を一度すみ

ずみまでじっくり読んでみようと思った。（30代女性） 

パネル展示 センターサロン 
6 月23日（火）～30日（火） 

男女平等・共同参画基礎講座 
6月23日（火）13：30～ 

「あなたの元気が高岡を創る」をテーマ

にセンターとEネット(センター登録活動団

体ネットワーク)が協働で開催、18 名が受

講しました。今年度は、企業からの参加が

多く、職場における男女平等・共同参画を

考えるよい機会になりました。 

基礎コースで「高岡市男女平等・共同参

画都市宣言」を全員で読み上げ、ワーク・

ライフ・バランスや市の施策、クイズで簡

単な法律知識について学びました。 

ステップアップコースではワークショッ

プ『“人生は、協働”で！』をテーマに男女

が互いに助け合ってこそ効率が上がる事を
参加者で確認しました。 

アンケートから 

●第１回 7月1５日(水) 

「ここちよさ」は 
人それぞれ 
 

●第2回 7月 17日(金) 

肯定的な見方と表現 
 

 
 
●第３回 7月24日(金) 

ないものねだりと 
あるもの探し 

講師に経田 博子さんを迎え、コモン塾

の「素敵な生き方をしてみよう」シリー

ズ第 9 回として「ここちよい時間の過

ごし方」をテーマに開講しました。 

自分が快く過ごすために、その場に応

じた気持ちの切り替え 

方や、言葉の使い方、 

対応を3回にわたり 

学びました。 

7月 23日(木)男女平等推進センターにて26

名が受講しました。塾長野村 乙美が四季に分け

た色群の中からその人に似合う色を指摘。色同

士の相性、ビジネスシーンでの小物の扱い方な

どを講義しました。 

受講者は、今まで使ったことのない色が意外

に似合うなど新しい発見から、どん 

な場においても自信を持って行動 

する事の大切さを学びました。 

 

7月25日(土)ウイング・ 

ウイング高岡4階生涯学習 

センタースタジオにて19 

名の受講者が歩く、座る、立 

つなどの美しい所作を学びました。いつもの動

作も少し意識するだけで、格段にきれいに見え、

健康にもつながる事が分かりました。仕事や日

常で活かせるようにと、それぞれ鏡の前で繰り

返し練習しました。 

 

私に自信！自分に似合う色探し 

＊自分にゆっくりと優しい言葉をか

けてみようと思った。（50代女性） 

                     

＊言葉の使い方ひとつでその場の雰

囲気が変わることがわかり、これか

ら仕事でも活かしていきたいと思

いました。(30代女性) 

＊自分の感情を生み出しているのは、

自分自身。前向きに考えられるよう

にしたい。(50代、男性) 

好感度アップ◎美しい身のこなし方 
 

市民企画講座 

ここちよい時間の過ごし方 
      企画：コモン塾 

センター企画講座「根っこ塾」 夏のイメージ☆アップ大作戦2009 

センター企画講座 

お金に関する老後の安心 
～こころ豊かな人生への道標～ 

会場：男女平等推進センター会議室  

 

 

《ワークショップ日程》 男女平等推進センター会議室 

８/30(日)・市民の政治参画 考えてみんまいけ！Part.6 

      「雇用の多様化に果てに」 

～公務非正規の現状と課題～ 

8/30(日)・筆セラピーで秋便りを作ろう 

8/31(月)・思春期・更年期の健康管理について 

8/31(月)・「燃えるごみ」ちゃ なんけ？            

９/ 1(日)・お金に関する老後の安心 

       ～こころ豊かな老後のための 

やさしい資産管理入門～ 

8/31(月)・「サンダーバーズとコラボde地域づくり」 

９/２(日)・女性たちのネットワーク 

     ・楽しく詠む日常の喜び 

  

《メインイベント》 ９月６日(日)13：30～16：00  生涯学習センター4F ホール 

   ぶんぶん通信№2 上映＆環境の E いいはなし 
～映画監督 鎌仲 ひとみさん(氷見氏出身)と語りあおう～ 

 

問合せ・申込み 男女平等推進センター ℡(0766)20-1810 

9/3(木)・人間のもつ精神力の尊さ 

9/3(木)・舞台の魅力を探る「静かな落日」 

～広津家三代～(劇団民芸)より  

9/3(木 ・広津和郎と松川事件 

「静かな落日」 

～広津家三代～(劇団民芸)より  

４(金)・子どもの権利条約について 

～私たちができること～ 

    ・どぶ板会議 ～NPOで食えてる？！～ 

5(土)・今の介護保険を活かして 

地域・家庭で暮らすには？ 

    ・「ぶんぶん通信」で考える  

～市民の意志で世界が変わる！～   

      

Eネット（男女平等推進センター登録活動団体ネットワーク）によるEフェスタ2009の準備が着々と進んでいます。 

ワークショップ・展示・メインイベントを開催します。時間、詳細等はセンターまでお問合せ下さい。 

8/30 (日)～9/6 (日)  
 

今年は、創作落語で活躍中の 

桂あやめさんを講師にお招きし 

て開催します。 

男女の垣根も笑いで壊してし 

まう、そんな楽しいお話しを聞 

ける事と思います。 

詳細は決まり次第ホームページ、またあ

りーてめいと10月号でおしらせします。 

 

みんな集れ！Eいいまちつくろ！ 

皆さんのご来場を

待っとちゃぁ 

会場：ウイング･ウインクﾞ高岡 

 

いずれも参加・託児無料 

・託児は10日前までに申込ください 

豊かな老後を送るための生きたお金の使い方を富山県金

融広報委員会のご協力をいただき2回に渡り提案します。 

 

●こころ豊かな老後のための 

やさしい資産管理入門 
とき：9月1日(火) 13：30～15：30 
講師：政橋 奈保美さん（金融広報アドバイザー） 

●相続と贈与 ～「成年後見制度」って何？～ 
とき：9月7日(月)13：30～15：30 
講師：森田 幸さん (金融広報アドバイザー) 

＊定員30名（申込順） 

受講、託児無料（1歳以上就学前までのお子さんの託児

を希望される方は、8月23日までに申し込みください。 

《展示》8月 30 日(日)～9 月 6 日(日) 
ウイング･ウイング高岡 1階交流スペース 

 


