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ともに活動できる組織を目指して
J．FellowshipTAKAOKA（英名呼称）

高 岡 市 青 年 機 構

社会心理学者のランドルフ・ネッセは
「希望（hope）という感情は、努力が報
われるという見通しがあるときに生じる」
と述べていますが、残念ながら現代は、世
代に限定無く将来に対する不安の大きい
“リスク社会”が到来してしまったように
思えます。
昨年末ヒットしたドラマ「のだめカンタ
ービレ」の中で、音大卒業後の将来への展
望がまるで開けていない姉：主人公“のだ
め（野田恵）
”のことを「ウチの不良債権」
と弟が喩えるシーンが出てきます。
近年のめまぐるしく変化していく社会
状況の中、日本社会の不安定化は、若者に
リスクフルな社会からの逃避を助長し、パ
ラサイト・シングルという存在を生み出
し、ニートと呼ばれる若者を急増させまし
た。はたして彼らは「本当に不良債権なの
か？」という話は、また別の議論として、
今年度より、団体名称（旧高岡市青年団協

代表

すぎたに

まさふみ

杉谷 匡史

議会）
・組織機構を改変し、また、主要主
催事業であった高岡市青年議会を高岡ニ
ューリーダーアカデミーへと発展的に転
換させるなど、当会では、これまでとは異
なる様々なアクションをとおして“若者が
希望を持てる地域社会づくり”を目指した
取り組みを行ってきました。
その一環に、全国組織である日本青年団
協議会に呼応して取り組んできた“ジェン
ダーフリー”を合い言葉とした男女平等運
動がありましたが、周知のとおりこの和製
英語は、原点の誤読が災いしたのか、様々
なバックラッシュを生み組織的運動の停
滞を招きました。
私たちのような組織の運営には、男女が
ともに理解し、活動しやすい環境の整備が
欠かせません。今後も、学習機会や情報の
提供を進めるなかで、少しでもジェンダー
に敏感な自分づくりを考えていければと
思います。

１２・１月の講座報告

12 月 14 日(木)14:00〜16:00 会議室 C

来年もよい年でありますよう
にとの願いを込めて作るお正月
アレンジは、同じ材料を使って
いるのにもかかわらず仕上がり
はさまざま。参加者たちは、仕
上がったコケ玉のお正月アレン
ジに大満足の様子でした。
講師

横山

智恵子さん
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企画：富山国際大学
彼谷 環さん

国際教養学部

私が見聞した世界〜日本の女性、世界の女性〜
12 月１日(金)19:00〜20:30 会議室 C

元読売新聞社海外特派員の
鈴木教授が女性運動の歴史的
背景とデーターから読み取る
国際比較の重要性について話
されました。
また、教授が出会った世界の
傑女（ｲｷﾞﾘｽ元首相ｻｯﾁｬｰ、ﾐｬﾝﾏｰ政治家
ｱｳﾝｻﾝｽｰﾁｰほか）についても話され、
参加者は興味深く聴いていま
した。

講師：富山国際大学
教授 鈴木 康雄さん
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Step3.
企画：富山県男女共同参画推進員高岡連絡会

みんなでやらんまいけ

12 月２日(土)13:00〜15:30 会議室 C

誰もが暮らしやすい男女共同
参画社会ってどんな社会？
前回の講座をふまえ、課題の整
理・解説・解決に向けての総ま
とめとなる講座でした。
−感 想―
・男もつらいし、女もつらい。
講師：高岡法科大学
助教授 早川 和宏さん

でも楽しいこともある。結局同じだね！
・順序だててのお話は良かった。
「男女平等」の正しい理論を広めていきたいです。・・・etc
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■最近、ニュースでとり上げられている
ホワイトカラー・エグセンプションって？■
いわゆるホワイトカラー労働者に対する労働時間
規制を適用免除することをいいます。
本来の目的は、労働時間の調整を当人の裁量に任
せることによって、より能率的に仕事の成果をあげ
ることとしています。

労働政策審議会の報告書は、対象者の要件として

①労働時間で成果を評価できない業務である
②重要な権限・責任を伴う地位である
③年収が相当程度高いこと
④使用者から具体的な指示を受けないこと
を設定しています。
しかし、日本の企業風土を考えると歯止めのない
長時間労働を助長する制度になるのでは？と危惧す
る声が上がっており、制度導入にあたっては今後一
層の審議が必要だといえます。

わたしらしく生きていくために
〜女性のためのアクティブコミュニケーション入門〜
●企画：ｸﾞﾙｰﾌﾟ Do さん
日 時

タイトル

2 月 3 日（土）
13:30〜15:30
2 月 17 日（土）
13:30〜15:30
3 月 3 日（土）
13:30〜15:30
3 月 17 日（土）
13:30〜15:30

託

定員：20 名
講

師

自分を知る・自分を認める
アサーショントレーニング１
アサーショントレーニング２

ウイメンズカウンセリング富山
NPO 法人
日本フェミニスト
カウンセリング学会所属団体

まとめと実践

児：１歳以上就学前のお子さんを託児希望される方は、各講座の 10 日前までにセンターへお申し込み下さい。

女性のための
ハッピー

エイジング術

〜生きいきエクササイズとアロマで更年期に負けないカラダを作ろう〜
日 時：２月１７日（土） 10:00〜12:00
講 師：健康運動指導士・保健師 高林 知佳子さん
植物療法師・ｱﾛﾏｾﾗﾋﾟｽﾄ 山口 ひとみさん
定 員：女性のみ 20 名（先着順）
材料費：７００円（自分の好きなアロマでマッサージオイルを作ります）
持ち物：動きやすい服装、５００ml の空のペットボトル２本
託 児：１歳以上就学前のお子さんを託児希望される方は、
2/7 までにお申込みください。
メイクで自尊心アップ〜
自分自身の手で自信をつけてみませんか？
日 時：３月１日（木）14:00〜16:00
講 師：男女平等推進センター所長 野村乙美
定 員：20 名（先着順）
持ち物：鏡、普段使っている化粧品、ふき取り用化粧水
託 児：１歳以上就学前のお子さんを託児希望される方は、
2/19 までにお申込みください。

印象を良くする
メイクのコツを
習得しましょう

いずれもウイング・ウイング６Ｆ会議室Ｃ
ところ・申込み先
高岡市男女平等推進センター ℡０７６６−２０−１８１０
活動のための物品が収納できるロッカーの使用、交流スペースの専用使用（予約制 ）

―男女平等推進センター登録団体の新規募集と更新のご案内 ―
センターでは、男女平等・共同参画の推進を目指して活動する団体を募集します。活動団体として
登録すれば、活動のための物品が収納できるロッカーの使用、交流スペースの専用使用（予約制 ）
ができます。また、既に登録されている団体には、更新の手続きを 3/1〜3/31 までにお願いします。
詳しくは、男女平等推進センター ℡20-1810

までお問い合わせ下さい。

■サ ロ ン

（無料）

オープンスペースで、男女平等・共同参画などに関する
図書やビデオ等の閲覧、貸出を行います。
パソコン等を備えており、インターネッ
トで情報を得ることもできます。

児童虐待の恐れがあるとして 2005 年に全
国で児童相談所の立ち入り調査が必要と判断

■交流スペース

（無料）

●登録団体の会議や研修会等の活動に利用できます。
●利用希望日の３か月前の月の初日から予約できます。

された件数は？
■会 議 室

Ａ 65 件

B 153 件

Ｃ 207 件

児童虐待防止法では虐待の恐れがある場合、

５７㎡

20 人程度（有料）

●センター主催講座等の会場として使用する他、研修や会
議等にも利用できます。
●利用希望日の２か月前の月の初日から予約できます。
（登録団体は３か月前の月の初日から予約できます。）

児童相談所職員らが自宅などに立ち入り調査で
きるとしています。また、2005 年度の児童相
談所が立ち入り調査を必要と判断したもののう
ち保護者の拒否などで立ち入りを断念したケー
スが１割に上ることが厚生労働省のまとめで分
かりました。警察官の立会いのもと調査に赴く
もののドアを施錠し、呼びかけに応じないなど

■相 談 室

のケースがあり、法的強制力がない立ち入り調

●プライバシーに配慮した個室になっており、専任のス
タッフによる電話相談や面接相談（予約制）を行います。

査にどこまで実効性をもたせることができるか
が今後の課題です。

℡

2 室（無料）

0766-20-1811

●電話相談

●面接相談

月・火・水・金・土
木

エライところに嫁いでしまった！
新潮社
槇村

著

フリーライターの著者が、田舎の名家で医
者一族の息子と結婚したことで起こる出来事
を綴った爆笑エッセイ。
「婚家のしきたり」と
奮闘する著者に思わず笑ってしまいます。
まさに、
「嫁ぐ」とは女ヘンに家と書くとはこ
のこと！と読んでいて思い当たる事もあり、
楽しく読める一冊です。

クイズの答え[

Ｃ

14:00〜20:00

案 内 地 図

1260 円（税込み価格）
君子

9:30〜16:30

]

要予約

