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女と男のパートナー会議 開催報告
平米校区

第２４号

○×クイズ
「男女共同参画って知ってる？」
9 月 23 日、生涯学習センターホール
にて「女と男のパートナー会議」が開催
されました。
参加した皆さんに少しでも気づき、理
解して欲しいと、笑いを交えた創作劇や
全員参加のクイズを行いました。

「ふるさと高岡」に元気を
〜自分らしく生き生きと〜
たか はし

高岡市長 髙橋
今年は、前田利長公がこの関野の地に城を築
き、高岡と名付けてから400年の記念すべき

まさき

れております。
これまで、高岡市では、市民の皆様の積極的
な活動とご協力のもと、高岡市男女平等推進条

町まつり」が開催されましたが、その一年前か

例の制定、男女平等推進センターの設置、男女

ら、市民参加と高岡の発信をコンセプトとし

平等推進プランの策定など、男女平等・共同参

て、多くの開町400年記念事業が展開されて

画を推進するため、その基礎となる枠組みの整

きました。各分野、各地域で、市民の皆さんが

備を進めてきました。
これらを通じて、
「女と男、性別に関係なく」

工夫をこらしたイベント、事業を繰り広げてい

という意識は浸透してきているように思いま

ただきました。読者の皆さんも昨年の「高岡市

す。女の仕事、男の仕事と決めつけず、それぞ

男女平等・共同参画宣言都市記念式典」をはじ

れの自己実現を目指して、様々な分野で活躍し

めとして、400年関連事業にご参加された方

ている人も増えていますし、家庭では家事・育

も多いことと存じます。まさに、市民総参加で

児をする男性も多くなりました。家庭も社会も

盛り上げていただき、有り難いことだと思って

少しずつではありますが変化してきています。

います。

DV に関するロールプレイング
「気づいて！DV」

平成 16 年 4 月、JR 高岡駅前に「ウイング･ウイング高岡」が完成し、6 階に高岡市男女平等推進センターが開設
しました。初代所長に就任して早くも満５周年を迎え、センターが取り組んできたことを、11 月 1 日に行う「男女
平等 EXPO 高岡 2009」を間近に控え、これまでを振り返ってみようと思います。
男女平等推進センターは、男女が性別にかかわりなく、一人ひとりが持つ個性と能力を十分発揮し、自らの意思に
よってあらゆる分野に参画し、喜びも責任も分かち合う男女平等・共同参画の実現を進める市民の活動を支援すると
ともに、男女平等・共同参画を推進する拠点として設置されました。これまで 5 年間、各種講座、情報誌「ありーて」
類の発行、市民から広く組織した男女平等推進ネットワーク会議を母体とする実行委員会による普及啓発イベント
「男女平等 EXPO 高岡」の開催を始めとし、家庭や地域、職場や学校での男女平等・共同参画のあり方を提案して
参りました。また男女平等・共同参画社会を目指し、環境問題や DV など、様々な問題をテーマに活動する E ネット
（センター登録活動団体ネットワーク）による「E フェスタ」等も支援しています。以上の活動は、その都度ホーム
ページなどでも広く紹介しています。
平成 17 年 11 月の新高岡市の誕生に合わせて、
「高岡市男女平等推進プラン」の改定にも取り組みました。昨年 9
月市議会において「男女平等・共同参画都市宣言」が議決され、同 11 月には内閣府と共に記念式典も行い、今年の
開町 400 年へ繋げ、発展しようとする市民の力強い意思を感じることができました。
来たる「男女平等 EXPO 高岡 2009」に向かって、男女平等・共同参画社会づくりへの気運を一層高めたいと、
実行委員会が準備を進めています。この思いができるだけ広く浸透することを願い、皆様の参加をお待ちしています。
終わりになりましたが、開設当初より皆様からいただくご指導や励ましが、職員一同の成長のエネルギーの源と感
謝しております。そしてこれからのセンターの活動にも是非ご期待、ご協力いただきたいと思います。
高岡市男女平等推進センター所長 野村 乙美

これからも、市民の皆さんの声に耳を傾ける

さて、男女が性別にかかわりなく、一人ひと

姿勢を大切にしながら、開町 400 年の年に結

りが持つ個性と能力を十分発揮し、自らの意思

集された市民のエネルギーを、自分らしく生き

によってあらゆる分野に参画して喜びも責任

生きと暮らせるまちづくりに結びつけ、未来に

男女平等推進センターには、専任のスタッ
フによる相談室があります。個室での面談
（要予約）電話相談を無料で行っています。
うち 1 室にはベビーベッドも備えています。

相談室専用電話
TEL（0766）20-1811

はばた

も分かち合う男女共同参画社会の実現は、21
世紀の我が国社会の最重要課題と位置付けら

翔 く元気な「ふるさと高岡」の創造に努めて
まいりたいと思います。

・能町校区
10/10 (土)
・牧野校区
10/16 (金)
・下関・二塚・野村校区
合同開催 11/11(水)
・西広谷校区 11/1５(日)
・成美校区
11/20(金)
・千鳥丘校区 11/20(金)
・伏木・古府・太田校区
合同開催 11/24(火)
・西条校区
11/25(水)
・川原校区
11/26(木)

正樹

年。去る9月12日、13日の両日には「高岡開

400年の歴史と文化を振り返りながら、創意

9/14(月)

内閣府男女共同参画局作成 DVD「明日
へのみちしるべ〜まちづくりにかける元
気な女性たち〜」を視聴、男女共同参画
の理解を深めました。

【電話相談】
【面接相談（予約必要）
】
9:30〜16:30
月・火・水・金・土
14:00〜20:00 木
（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)
※休館日 毎月第４月曜日
12 月 29 日〜翌年の 1 月 3 日

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。

アナタとわたし

E フェスタ 2009
みんな集れ！E いいまちつくろ！

14:00〜16:00
会場：生涯学習センターホール

〜ワーク・ライフ･バランス〜

事業報告

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 フェスタが開催されました。環境をテーマにメインイベント、
展示やワークショップに多数の皆さんが参加しました。

(ウイング･ウイング高岡 4 階)

◆演題

「女と男

笑いでコミュニケーション」

8/30（日）
オープニング、テープカット

落語家桂 あやめさんを講師にお迎えして、講演＆落語を一席設けます。
ほかに、シンポジウム、富山県男女共同参画推進員高岡連絡会による寸劇、
パネル展示を行います。
多数の皆さまのご来場をお待ちしております。

桂

9/6（日）メイン・イベント
ぶんぶん通信№2 上映＆環境のＥいいはなし
〜映画監督 鎌仲ひとみさんと語り合おう〜

あやめさん プロフィール

1982 年、「運転免許を取る」という条件をクリアして桂文枝に入門。
女に落語は出来ないという固定観念の壁に、自作の落語で風穴を開けた。
OL、女子高生、おばちゃん、嫁姑など、身近な女性を主人公にしたネタ
をどんどん創作し続けている。
問合せ

センター講座

男女平等推進センター ℡(0766)20-1810
展示・ワークショップ
8/30（日）〜9/６（日）

受講者募集のご案内

がんばる男性のための

達人に学ぶ！働く心得

女性に対する暴力をなくす運動
11/12（木）〜11/25(水)

仕事や就職活動に役立つマナーやコミュニケーション術を
その道の達人から、わかりやすく学びます。

◆「其の壱」
〜すぐに役立つマナー＆ウォームビズ〜
とき：10 月 24 日(土)AM10:00〜11:30
講師：藤田 多恵子さん（大和高岡店人事顧客課長）＆
紳士用品売り場担当者
受講・託児申込期限 10 月 14 日(水)

◆「其の弐」
〜使えるコミュニケーション術〜
とき：11 月 7 日(土)AM10:00〜12:00
講師：金堂 佳永子さん(金城大学短期大学部講師)
受講･託児申込期限 10 月 27 日(火)
定員各男性 30 名

受講料無料、単回受講可

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有りません。夫・パートナーからの
暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、スト
ーカー行為等は、女性の人権を侵害するものです。この社会
認識を徹底し、女性の人権を尊重する為に毎年この期間「女
性に対する暴力をなくす運動」として意識啓発に取り組んで
います。

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〜

◆「講演会」
とき：11 月 20 日(金)PM7:00〜9:00
講師：河井 真紀子さん
(富山県女性相談センター所長)
演題、時間など詳細は
センターにお問合せ下さい

パープルリボンの展示
センターサロンにて

富山県金融広報委員会の協力をいただき、
“お金を増やす”“お金を残す” など生きた
お金の使い方を 9 月 1 日、7 日の 2 回にわ
たり学びました。
「成年後見制度」について自
分が元気なうちに考えようと熱心に受講する
姿が見受けられました。

