
会津若松市男女共同参画情報紙　2011.2

1980年代に入るまでオリンピックで女子
が参加できなかった競技は何でしょう？

◎子ども人生講座を実施しています.....................................................................................................................Ｐ２
◎性についてみんなで話し合ってみませんか？......................................................................................................P３
◎介護について考えてみませんか？..................................................................................................................Ｐ４・５
◎樋口恵子さんの講演「素敵に今を生きるために」の紹介....................................................................................Ｐ６
◎平成２２年度「男女平等に関する作文コンクール」「男女共同参画推進事業者表彰」の受賞者が決定しました....Ｐ７
◎「福島県男女共生センター」の紹介・市主催講座「きらめき女性塾」に参加して...................................................Ｐ８

一人ひとりの個性と能力が生かされる社会を目指して

子どもたちは何を見ているの？

ページの紹介
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●総合学習のテーマを男の子または女の子だけの意見で決めた。
●おうちの人は、私（女の子）によく「食事のしたくを手伝いなさい」
と言うけれど、兄には言わない。

会津若松市は、男の子も女の子も、
皆さん一人ひとりが大切にされ、
男だから・女だからにとらわれず
「自分らしく」力を出せる社会をめざしています。

〈授業のねらい〉
　いろいろな人がいて、性別にとらわれずいろ
いろな仕事・生き方をしていることに気づくこと
で、豊かな個性をもった児童の能力を伸ばせる
ようにする。そして、自分にとって心地よい生き
方を追求すると共に、他の人の暮らし方、生き方
も尊重できるようにする。

男の人も女の人も両方の意見を出した方が、
いいかもしれませんね　＾-＾

「男女平等について考える」

（相談方法）
電話：月～金 8：30～17：15
面接：電話で予約ください
メール：随時（なお返信には
数日かかります）

ちょっと娘に彼氏の
こと聞いてみようか
な？どうしよう・・・

知らなかったよ！
福島県の人工中絶率は、全国
平均より高いんだって・・・

おすすめの図書・ホームページのご案内

性についてみんなで
話し合ってみませんか？！
“性”について、普段からパートナーや親子で話し合う
機会をもってきた人はどのくらいいるでしょうか？大人
が性について、語り合うことを避けたり、恥じたりして
いませんか？
　今、性に関する情報はあふれ、片寄った情報も数多
くあり、子どもたちを守るためにも正しい知識を伝える
機会が必要です。学校では性教育が行われています

が、家庭においても男女の性について話し合い、お互
いの性について理解が深められればいいですよね。あ
まり気負わず普段の会話の延長で、明るくさわやかに
話し合ってみませんか？
 子どもたちは、性から生きている意味、命の大切さを
学んでいくのではないでしょうか。

マラソン（1984年のロサンゼルス大会から女性参加）・柔道（1992年のバルセロナ大会から）・サッカー
（1996年のアトランタ大会から）でした。なお、水泳の女性参加は、1912年のストックホルム大会が最初でした。

子ども人生講座

私も大切、あなたも大切、
自分の心に正直に生きてゆく自分らしい色を選んでいきましょう！

市内の５・６年生が
出前講座を
受講しています！

女性の
国会議員の割合

将来やってみたい仕事

A.表紙の答え

資料：内閣府「平成１９年版　男女共同参画白書」より

たとえば・・・

大　工

パティシエ

保育士

バレリーナ

警察官

プロ野球選手

看護師

宇宙飛行士

男の子にしかできない仕事
女の子にしかできない仕事ってあるかな？

あれ～！ スウェーデンは
女性の国会議員の人数が多いね～

子どもたちはどう考えるでしょうか。

あなたはどう思う？

親も普段から心の準備を！

親と教師のための性教育講座（第２改訂版）
目の前にいる子どもたちときちんと向き合っ
て、必要な時期に必要な情報が提供できる
ようになるための参考になる１冊です。思春
期の性についての基礎知識や中高生の性
意識の調査結果が掲載されています。
《著　者》（社）日本家族計画協会クリニック所長

北村　邦夫

《出版社》（社）日本家族計画協会

夫と妻がもっとわかりあうために
作者自らの経験と実話をもとに、夫と妻がお
互いに本当の姿を見つめ合い、生きざまを
描いています。夫婦のあり方を見つめ、元気
になれる一冊です。

《著　者》円　より子

《出版社》大和書房

育てる男が、家族を変える。社会が動く。
イクメンプロジェクト

イクメンとは子育てを楽しみ自分自身も成
長する男性のこと。ご存知でしたか？そんな
男性を応援するホームページです。

ホームページアドレス
http:/www.ikumen-project.jp/

ひとつ「働き方」を変えてみよう！
カエル！ジャパン

働くことのとらえ方を変えれば、未来も変わ
る！？きっと新しい明日にカエルきっかけにな
りそう！！

ホームページアドレス
http：//www8.cao.go.jp/wlb/

●からだの成長途中はなんでも起こりうる
●子どもから相談してきた時が教え時！　

【福島県思春期相談ほっとライン】のご紹介
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思春期の子ども本人やその家族の悩みの相談に応じてくれます。
 相談窓口  会津保健福祉事務所（会津保健所）児童家庭支援チーム

電話 0242-29-5347  メールアドレス remon_izu@pref.fukushima.jp
 相談内容  ●体や病気のこと ●妊娠・性行動に関する悩み
 相談方法  電話：月～金8：30～17：15  面接：電話で予約ください  メール：随時（なお返信には数日かかります）

たまに息子と風呂
にでも入りながら
話してみるか・・

●子どもの不安を受け止める準備を大人側がしていくこと
●性の知識を教える時は普段どおりに明るく話す（ニッコリ）

あっという間に成長していく
子どもたち。性教育はどのよ
うに行ったらいいんだろう？？
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夫と義母の介護をし
ています。もし、私自
身が病気になったら
どうすればいいのか
しら・・・。

妻と二人暮らし・・。
もし妻が倒れたら私が介護
することになるのかなぁ・・。

子どもを母に見てもらっ
ているけど、もし家族が
病気になったり介護が
必要になったら、私、仕
事をやめなきゃならない
かしら・・。

あんまり私ばかり
頼りにしすぎちゃだめよ！！

オレより先に
倒れるなよ・・。

　専門機関、専門家に相
談しましょう。

　周囲の人の協力を得
ましょう。

　いろいろなサービスを
利用しましょう。

　同じ経験を持つ仲間
と交流しましょう。

 私たちは今、人生５０年社会
から我ら「人生１００年丸」と
いう初航海の船に乗り込んで
しまった初代の乗組員だとい
うことです。男女の関係も変
えていかざるを得ない。新し
い協力のかたちをつくって、乗
り切っていかなければなりま
せん。
　
〈第９回福島県男女共生のつどい
　in会津若松　樋口恵子さんの

講演より〉

 今の子どもたちが大人にな
る頃には、女性だけが介護す
るという考えもなくなって、男
性も女性もお互いに協力し
合いながら介護をするという
かたちになっているといいで
すね。

介護について考えてみませんか？
自宅で介護する場合、家族の中では主に
だれが介護することになると思いますか？

統計資料：福島県　男女共同参画・配偶者等からの暴力に関する意識調査結果（平成２１年）より

最近も、その４年前も
ぜんぜん変わってないのね。
やっぱり女性がやらなくちゃ

いけないの？

育児も介護も
お互いの協力が大事だよ！

Ｑ１Ｑ2 自宅で介護される場合、主に誰に介護してもらいたいと思いますか？

介護を一人で
抱え込まないために

地域包括支援センターへ
ご相談ください。※

★困ったときのポイント★

※「地域包括支援センター」に関するお問い合わせ先：会津若松市 高齢福祉課（電話39-1290）

あなたにも今日から
できることがあります！

男　性 女　性

（単位：％）

自　分

配偶者

その他の家族（女性）

その他の家族（男性）

その他

わからない

無回答

100.0% 50.0% 0.0%

25.7 71.3

7.3

12.4

1.1

2.2

4.0

1.8

49.4

12.9
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2.9

5.8

2.5

100.0%50.0%0.0%

平成２１年
男　性 女　性

（単位：％）

配偶者

息　子

娘

息子の妻

娘の夫

その他の家族（女性）

その他の家族（男性）

ホームヘルパー等

わからない

無回答

100.0% 50.0% 0.0%

74.4 35.5

1.8

6.4

6.4

5.5

1.8

1.4

2.3

0.0
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平成22年6月26日に會津風雅堂において「第9回　福島県男
女共生のつどいｉｎ会津若松」が開催されました。そのなかで講
演されました樋口恵子さんのお話をご紹介します。

※GEMとは（Gender・Eｍpowerment・Measure）ジェンダー・エンパワーメント指数
女性が政治及び経済活動に参加し、意思決定に参加できるかどうかを測るものです。

《小学生低学年の部》  

◆最優秀賞 小金井小学校3年 渡部 　麻衣さん 「わたしのじいちゃん」
◇優秀賞 松長小学校2年 上田 　裕真さん 「ぼくのやくわり」
◇優秀賞 城西小学校2年 小野 愛巳利さん 「ニコニコかぞく」

《小学生高学年の部》
◆最優秀賞 城北小学校4年 千葉 　　響さん 「ぼくの一言」
◇優秀賞 小金井小学校5年 安達 　沙羅さん 「家族はチーム」
◇優秀賞 東山小学校5年 平田 　一真さん 「母さんは、かいぶつだ！」

《中学生の部》
◆最優秀賞 第一中学校2年 佐藤 　仁美さん 「スポーツを通して見る男女平等」
◇優秀賞 河東中学校2年 小野 　風花さん 「男女平等について」
◇優秀賞 第四中学校1年 真壁 　　遥さん 「男女について」
◇優秀賞 第一中学校1年 山内 　良花さん 「性別で決めないで」　　
◇優秀賞 第一中学校2年 吉村 　美砂さん 「まだ働きにくい環境」　

講師 樋口恵子さん

「素敵に今を
生きるために」

演
題

 男女共同参画基本法が制定され10年

　制定から10周年を迎えたが、必ずしも順調に推移
したわけでない。地域によっては「男女共同参画は日
本の伝統に反する」というような反動の波に洗われ
た地域もある。しかし、全体としてその意味も着々と
浸透して一歩ずつ向上している。

 日本の女性の地位

　日本の女性を国際社会の中で比較してみると、女
性議員の数は世界中で100位を下回り、国連機関の
調査による※ＧＥＭは30位から40位を行ったり来たり
している。
　平均寿命や識字率の高さでは群を抜いているの
に、リーダーシップを取ることのできる女性が少ない。

 素敵に生きるために

　昭和50年代に定年差別があった。しかし、その時
々に負けないできちんと主張していった働く女性の
声が高まり、最高裁の判決は定年の男女差別を違法
とした。その後、男女雇用機会均等法が作られ、後に
は女性の積極的登用という条項も加えられた。
　もう一つはワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の
調和）。男女が一緒になって仕事と家庭を支えていこ
う、ということである。

 変わろうということ

　変わろうということで、とても希望を持っている。
変えるものと変えないもの、どのような時も冷静に
受け継いでいくものをしっかりと見極める。

　日本は、男女を問わず、「変えるべきものを変える」
勇気の足を引っ張ってきたのではないだろうか。

 新しい時代の伝統

　伝統というものは祖先から受け継ぐものだけでは
ない。新しい時代の伝統は、今、我々がつくるもの。昔
からそうなのだから、といっているのは、実は従ってい
る方が自分が楽なものだから変えずにきたのではな
いだろうか。

 人生100年社会の男女共同参画

　伝統的な人生50年時代では、女性は子どもを産
みそれで終わってしまった。しかし人生100年社会と
なり、長い長い人生を自らがケアし、新しく自分自身
の能力を発揮しようとする。男女とも生きる上で共
通する部分が多くなる時代。人類の2分の1の知恵を
様々な方針決定や政治的な参画に活かせる社会と
それを排除してしまう社会と、どちらが可能性に満ち
た社会であろうか。
　私にも夢がある。男性と女性が本当の社会のパー
トナーとして、社会の構成員として互いに排除されず
語り合い、一緒に社会をつくっていく、というささやか
な夢がある。この夢を皆様と共有していきたい。

平成22年度「男女平等に関する作文コンクール」の受賞者が決定しました
〔趣旨〕子どもたち一人ひとりが、自分のやりたいことに挑戦する、自分らしさが尊重されるといった男女平等の意識の高揚を
図ることを目的に、市内の小中学生を対象に作文コンクールを実施し、男女平等について考えるきっかけをつくります。

※優秀賞については氏名50音順です　※作文内容については、「会津若松市ホームページ」で掲載しています

★あいづ農業協同組合　（業種：農業協同組合）
男女がともに働きやすい職場づくりを進めており、正職員、女性管理職、勤続年数、育児休業取得者の人
数・数値が一定数あること、男性が多い営農指導員等への女性の能力活用・職域拡大に取り組んでいる点
が評価されました。また、今後、農業関連分野において男女がともに担い、活力ある地域社会づくりを進め
て行く上での一翼となることへの期待を込めて選ばれました。

平成22年度「男女共同参画推進事業者表彰」の受賞者が決定しました
〔趣旨〕男女雇用機会均等や仕事と家庭生活の両立ができる仕組みなど、男女がともに働きやすい環境づくりを推進するため、
男女共同参画推進に取り組む市内の事業者を表彰します。表彰事業者はモデルケースとして他事業者への波及効果も期待
されています。

～市からのお知らせ～ ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください！

男女共同参画苦情処理機関
市の施策について男女共同参画の観点
から苦情がある場合、性別による差別的
取り扱いなどにより人権が侵害された
場合は、下記にお問い合わせください。
【企画調整課（電話39-1405）】

女性福祉相談室
専門の相談員が電話や面接により、配
偶者からの暴力(ドメスティック・バイオ
レンス)などの相談を受けます。
まずはお電話ください（電話32-4470）

★樋口先生のお話をお聴きし、長い歳月いろいろ
な方面から男女共同参画に取り組んでこられた、
あつい思いを強く感じました。

評論家、NPO法人「高齢社会をよくする女性の会」
理事長、東京家政大学名誉教授
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会津若松市ホームページアドレス　http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/

田口　さおり
男女共同参画に初めて参加させていた
だきましたが、とても楽しい出会いと編集
に打ち込むことができました。一期一会
も大切にしたいと思います。支えてくだ
さった方々に感謝の気持ちでいっぱいです。

小野　美喜子
昨年に引き続き参加させていただきまし
た。まだまだ勉強不足で力にはなれませ
んでしたが、私自身また一つ成長でき新
しい出会いに感謝です。

市では様々な男女共同参画の取組みを行っています　～お問い合わせは企画調整課まで～

◆聴き方のポイント
１）相手の目を見てうなづき、あいづちを打つ
２）話の腰を折らず、最後まで聴く
３）ことば尻をとらえて、揚げ足をとらない　etc・・・

 男女共同参画を「生き方」や「いのち」の問題と捉え、県民一人
ひとりが「人間としていかに生きるか」をテーマに、より広く皆さん
に男女共同参画を考えていただくためのセンターです。
　充実した図書室や福祉機器展示室もあり、さまざまなスキルア
ップセミナー等も開催されています。昨年９月４・５日に開催された
“未来館フェスティバル2010”では、シンポジウム、アニメ上映、工
作教室や吹奏楽など、大人も子どもも楽しめるようなイベントが
盛りだくさんでした。　ぜひ一度、足を運んでみては・・・？

＜住所＞〒964-0904　福島県二本松市郭内一丁目196-１　電話（0243）23-8301(代)　FAX（0243）23-8314
ホームページアドレス　http://www.f-miraikan.or.jp

編集委員よりひとこと　　～この情報紙は、ボランティアの編集委員のみなさんのご協力により作成しました～

情報紙ぱーとなー 検索

橋本　登貴子
初めての編集委員として、参加させてい
ただきました。毎回２時間という時間は
アッという間に過ぎてしまい、楽しいひと
ときとして良い思い出ができました。

青木　美香
一つの記事を書くごとにたくさんの学
びがあり、新しい“気づき”がありました。
情報紙がみなさんに“気づき”のきっか
けになればと思います。

斎藤　由記江
編集委員３年生になりました。年を重ね
るごとに、さらなる記憶力の衰えを感じ
つつも、楽しみながら活動させていただ
きました。編集委員の方々にはもちろん、
お世話になったすべての方々に感謝し
ております。イラスト協力：遠藤祐佳さん

(会津学鳳高等学校1年）

福島県男女共生センター「女と男の未来館」の紹介

市主催の講座「きらめき女性塾」に参加して
コミュニケーションの基本（話し上手は聴き上手！）

講師：岡田プランニング代表 アナウンサー＆マナー講師 岡田友子さん
◆話し方のポイント
１）肯定型を用いて話す
　例「△△はできません。」→「○○ならできます。」
２）明るく楽しくなるような話題を話す
３）自慢話、噂話、陰口は避ける　　etc・・・

出前講座をご利用ください！
市民のみなさんが主催する学習会や勉強
会に、市の職員が出向きます。サークル、
PTA、お友達同士など気楽にお問い合わ
せください。

いろいろな情報をお手元にお届けします。
男女共同参画情報メールに登録ください！
男女共同参画に関する様々な講座、イベ
ントなどの情報をパソコンや携帯電話に
メールで配信します。

8


