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豊川市男女共同参画協働型事業

「自分と相手を尊重した、人間関係づくり講座」

報告書
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豊川共生ネットみらい

2016年度 豊川市男女共同参画協働型事業
「自分と相手を尊重した、人間関係づくり講座」
主催：豊川市 企画運営：豊川共生ネットみらい

協働事業 振り返りシート
2016年11月7日(月) 13：05～14：15
人権交通防犯課 講座担当職員と
豊川共生ネットみらいスタッフが
話し合い、作成しました。

【協働チェックリスト】
№
ふり返りの視点
① 事業の目的は明確でしたか。

達成度（５段階評価）
５ ４ ３ ２ １

明確にするために、目的【１】【２】【３】を企画書に記載し、それに向けての具
体的な企画運営を行った。
【１】

市民の自発的参加を促しセルフケアの場とすること
（事業所外部からの従業員個別支援です。）

【２】
【３】

自分と相手を尊重した人間関係づくりができるようになること
ジェンダー意識（男性特有のジェンダー・女性特有のジェンダー）
を払拭すること
（注）【３】の効果をあげるために男女別で開催。
② 適切な目標設定ができましたか。
計
画

５

４

３

２

１

３

２

１

昨年の「協働事業 振り返りシート」の【課題】を目標設定とした。

③ 事業の目的・目標は共有できましたか。

５

４

目的は、企画書に明記して共有できた。
目標は、昨年度「協働事業 振り返りシート」に明記してあり共有できた。
④ 協働形態の選択はよかったですか。

実
行

５

４

３

２

１

行政と市民活動団体が、男女共同参画社会推進という共通テーマで一致し、それぞ
れの特徴を活かし協働しているこは、男女共同参画社会推進にふさわしい方策だ
と考える。今後もこの体制を維持したい。
主催
：豊川市
企画運営：豊川共生ネットみらい
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⑤

役割分担は適切でしたか。

５

４

３

２

１

・今回、【託児受付：行政】【受講受付：みらい】としたところ、それぞれの現状
が把握しづらかった。
ワンストップサービスとするため、今後は【受講受付・託児受付】両方を豊川共生
ネットみらいが担うこととした。それ以外は適切であった。
・以下は協定書より抜粋

実
行

⑥

コミュニケーションは十分でしたか。

５

４

３

２

１

・2012年度より、豊川共生ネットみらいは、豊川市男女共同参画協働型事業として
委託されている。今回で、９回目。
毎年、継続して開催する中で、意思疎通が強固に図れるようになった。
当日の運営では、協力し合った。
⑦

当初の目標を達成できましたか。

５

４

３

２

１

５

４

３

２

１

５

４

３

２

１

②の目標を、ほぼ達成できた。
⑧

それぞれの特徴が十分に発揮されましたか。
十分に発揮できた。

⑨

結
果

協働によりサービスは充実しましたか。

大いにサービスが充実できた。
・行政の金銭提供があったことで、女性講座のまとめを希望者に郵送できた。
・行政が託児を担ったことで、託児費はおやつ代100円という安価で託児を提供でき
た。
その結果、託児申込みが殺到し9名（1歳以上就学前）の託児ができた。
・行政が会場予約を担ったことで、開催の１年前に会場予約ができた。
その結果、講師の確保ができ５月にはチラシ配布ができた。
今後は、早期予約・駐車場確保できる豊川市勤労福祉会館を会場と
することを検討している。
・豊川共生ネットみらいが企画運営したことで、講座の振り返りの場を提供できた。
「男だけのしゃべり場」・・・8/27（土）、9/24（土）
「女性のための談話室」・・・10/7（金）、11/4（金）
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結
果

⑩

情報発信に努め、事業の透明性は確保できましたか。

５

４

３

２

１

３

２

１

以下のことを行い、事業の透明性を図るために広く情宣活動を行った。
１．広報とよかわに男女講座を別々に掲載
２．豊川市・豊川共生ネットみらい、それぞれのホームページに掲載
３．豊川共生ネットみらいのフェイスブックに掲載
４．当日、自由閲覧コーナー設置（昨年の本事業 報告書など）
５．当日、受講者に豊川市男女共同参画広報誌「ゆい」配布
６．当日、豊川共生ネットみらいの概要を壁面掲示
⑪

事業の継続性はありますか。

５

４

・男女共同参画社会づくりには、男性も女性も意識改革が必要。
男女別で開催する本事業は、男女共同参画社会を担う人材育成となっている。
大いに継続性あり。
・毎年、新規の受講申込みが多くあるので需要があると判断。大いに継続性あり。
男性講座・・・初回のため新規受講は、100％
女性講座・・・新規受講は、70％
⑫

(サービスの)受益者の満足度はどうでしたか。

５

４

３

２

１

⑬

地域や社会に新たな”気づき”を与えられました。

５

４

３

２

１

効
果

<１>今回、初めて豊川市のファミリーフレンドリー企業を訪問。
・男女共同参画社会推進のために本事業が必要との理解を得ることができた。
・男性の生きづらさに焦点をあてた男性講座の社会的意義を伝えることができた。
<２>受講者の波及効果。
・働き方や生き方が多様になる中で、主たる悩みの源が人間関係にあることに
気付いた。
・受講者は自分自身の気付きによって、よりよい職場環境や居心地のよい家庭環境
にすることができることを学んだ。
・このひとりひとりの実践が、今のストレス社会によい影響を与える。
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⑭

第三者による評価を得ましたか。
５ ４ ３
『豊川防災ボランティアコーディネーターの会』より評価を得ました。

２

１

「継続事業のため、毎回協働事業後の振り返りを行うことにより、
目標を定めることが出来、より良いものになっていると思います。
また、新たに企業訪問を行い、先の広がりも期待できそうです。
振り返りシートは、それぞれで記入し、話し合われたのでしょうか？」
付記：質問について
事前にそれぞれ検討し、そのすり合わせの話合いを
11月７日に行い、この振り返りシートが作成されま
した。
効
果

５

⑮

４

３

２

１

今後も男女共同参画社会の実現のため、【行政・事業者・市民活動団体】との協働
によるまちづくりを、取り組みたい。(下図参照)
豊川共生ネットみらいは、今後、以下の事業で協働に取り組みたい。
・豊川市男女共生セミナー「ロジカルシンキング講座」
・愛知県出前講座 ＤＶ理解講座
・まちづくりカフェ100in豊川（行政・学生・一般市民が話し合う場）

市民活動団体等

行政

事業者

出典
：協働の手引き
発行･編集：市民協働推進委員会
（事務局：豊川市市民部市民協働国際課）
豊川市の協働マーク
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【課題】【今後の展開】
課題

ワンストップサービスとする
【受講・託児受付】豊川共生ネットみらい

今年度は【受講受付】をみらい、【託児受付】を行政とした。
みらいは、受講者と直接、電話で話せたので受講理由がわかり、受講の
不安を解消させることもできた。
今年度の結果 講師にも受講理由を伝え、受講者に合わせた講座内容とすることができ
・
た。
今後の展開 「託児受付」を行政とすると、受講背景の把握が十分に出来ない。
さらに、２度電話することは受講者の負担である。
今後は、【受講受付】【託児受付】の両方を豊川共生ネットみらいとす
る。
課題

広く市民に情宣する

行政は、公共施設に配布の他、今年度新たに2016年5月17日おいでん祭
で、市民に手渡した。
豊川共生ネットみらいは、以下の通り情宣した。
・総合青山病院（ファミリーフレンドリー企業）に掲示
・㈱ハクヨプロデュースシステム（ファミリーフレンドリー企業）店舗
今年度の結果
に設置
・
・国府駅・伊奈駅の掲示板に、掲示
今後の展開 ・（特非）とよかわ子育てネット 会報に折りこみ
その結果、ファミリーフレンドリー企業の社員３名より申込みがあっ
た。
今後も、保健センターでの健診の際、母子手帳にチラシを折りこむ等、
市民に届くよう工夫する。そのためにもチラシ完成は４月が適当であ
る。
課題

託児の実施

・託児は、母親・父親への大きな支援である。
１歳以上就学前は豊川市託児ボランティアが従事した。
今年度の結果
１歳未満は、豊川共生ネットみらいが従事した。
・
・託児の定員オーバーや託児締切り日以後に、申込みをした母親は受講
今後の展開
できなかった。
来年度に向けて、託児の定員増を検討する。
課題

行政との連携

・<協働事業 振り返りシート>は、事業の成果やプロセスを振り返り、
その結果を次の事業へ活かすことができる。
今年度の結果
今後も毎回、本シートを作成し協働体制の要とする。
・
・講座当日、行政職員も受講し受講者の実態を知った。
今後の展開 ・また、始まりの挨拶や受講者の見守りも連携し行った。
・<安全運営チェックシート>を作成し、受講者に説明・配布できた。
企画運営の責任として、毎回実施する。

協働事業 振り返りシート

2016年度

豊川市男女共同参画協働型事業
豊川共生ネットみらい

名称

自分と相手を尊重した、人間関係づくり講座
第①回

テーマ
(チラシタイト
ル）

第②回

男性のための
職場や家庭で活かせる！体験型コミュニケーション講座

第③回
第④回

女性のための
人の言葉やしぐさに

振りまわされないコツ講座

近年、女性の社会進出も進み、 2015年8月には、働く女性の個性と能力
を十分活かすための女性活躍推進法が成立し、男女共同参画社会実現の
弾みとなりました。しかし、男女共同参画社会推進のための施策（ワー
クライフバランス・待機児童解消・男性の育児休業取得など）が採られ
る中、個人のメンタルヘルス不調（高水準の年間自殺率・精神障害等の
労災認定者の増加など）が重要な課題となっています。国は2015年12月
に労働安全衛生法を改正し、従業員50人以上の事業所に対して、従業員
へのストレスチェックの実施を義務化しました。

目的

豊川共生ネットみらいは、創立当初から、男女共同参画を阻む一番の
原因がジェンダーと考え、ジェンダーに捉われず自分らしく生きる大切
さを提案してきました。ストレスチェック実施によって、自分を縛って
いるものが認識され、さらには背景にあるジェンダーに気付くきっかけ
になると期待します。
そこで、本講座は特に人間関係のストレスに焦点を当てて下記目的で
開催します。
【１】 市民の自発的参加を促しセルフケアの場とすること
（事業所外部からの従業員個別支援です。）
【２】 自分と相手を尊重した人間関係づくりができるよう
になること
【３】 ジェンダー意識（男性特有のジェンダー・女性特有の
ジェンダー）を払拭すること
（注）【３】の効果をあげるために男女別で開催します。

日時
会場

受講対象者
講座内容

講師

受講者数

託児人数

当日スタッフ

男性講座

報 告 書

男性のための職場や家庭で活かせる
体験型 コミュニケーション講座

名称
テーマ

他人と分かり合うため

つながるコミュニケーション

日時

２０１６年８月５日(金) 19:00 ～ 21:00
２０１６年８月６日(土) 10:00 ～ 15:00

会場

豊川市社会福祉会館

主催

豊川市

協賛

豊川市のファミリー・フレンドリー企業14社の協賛を得ることができた

ウィズ豊川３階

研修室２

人権交通防犯課

タイムスケジュール
13:00
18:10

講座１日目
(8/5)

講座２日目
(8/6)

スタッフ集合
会場設営(テーブル・イスの配置、ＰＣ・プロジェクター・マイク・スピーカー)
講師到着

19:20

・防災の説明、記録写真配慮の説明
・豊川市人権交通防犯課 課長補佐
・講師挨拶 講座開始

21:00
21:05

講座終了
懇親会

21:50

懇親会終了
・アンケート記入(1日目のみ方)
・懇親会の案内

9:00
9:30
10:00
10:03
12:00
13:00

スタッフ集合、会場設営
講師到着
講師挨拶
講座開始
昼休憩
講座再開

15:00

講座終了
・閉会挨拶
・アンケート記入
・男性しゃべり場(毎月第4土曜開催)のお知らせ

1

挨拶

男性口座の年代別参加人数
3人
2人

年代

1人
0人
20代

30代

40代

50代

60代

70代

30代を除き20～70代の幅広い年代から１～２人の参加があった

受講者

居住地

豊川市内の参加者が大半であったが、新城からの参加者もおられた

出席率

総じて高かった
・1日目：13人申込、10人参加
・2日目：13人申込、８人参加

1日目

【座学(パワーポイントによる説明中心)】
・参加者は「男性の特性とは何か」に興味を持って参加されていた
・１日目のみ受講の方では体験型になっておらず納得されていない方もいた

【体験型(参加者同士のグループワーク中心)】
・受け身の学習だけでなく、参加者自身の気持ちを探る体験を多くすることで、
今まで気が付かなかった自分を見つけることができ受講者の満足度が高かった
・ワークショップ形式のやり方に半数以上の方が未経験で戸惑いが見られたが、
講師の指導のもと徐々に慣れ、楽しむことができていた
2日目
・講師から、受講者の核心に触れる一言一言で、受講者それぞれが自分に思い当たる
キーワードを見つけていた
・「一般社会で話し合いをする場所がなかったので講座に参加できて良かった」
との声があった
・終始和やかな雰囲気で参加者が自身の意見を話していた
回収
枚数

１日目：11枚
２日目：８枚

アンケート
集計結果考
察

2

男性口座の評価（アンケート集計結果）

アンケート
集計結果考
察

講座
評価

4人
3人
2人
1人
0人
5：わかり
やすい

4：

3：ふつう

2：

1：わかり 未記入
にくい

・昨年のアンケートでは文章を記入する人が少なかったことから、
「印象に残ったフレーズ」と「その理由」の項目で自由記入枠を設け、
参加者の気持ちを引き出せた
⇒回収したアンケート全てで記入されていた
・来年度は、参加者の気持ちを更に引き出せるようにアンケートを改良する

・参加者の遅刻が多く開始時間を20分遅くした
（参加者の大半が勤務終了後であったため）
・名札は、本名ではなくニックネーム等の呼んで欲しい名前の記入を促して頂いた
（初対面の人たちへの警戒心を解くため）
・セルフサービスコーナー（お茶やお菓子）の設置を快く受け入れて下さった
・１日目講座後の懇親会参加や、２日目の昼食でのスタッフや参加者の同席につい
て、快く受け入れて下さった
講師からの配慮
・講座では、キーワードを受講者の印象に残るように分りやすく説明された
・ワークショップでは受講者の緊張をほぐす工夫をされ充実した時間となった
・男性講座の今後について相談に乗っていただいた
・今後の東三河での男性相談窓口の開設を希望されていた
・東三河初の懇親会開催を快く引き受けていただき、懇親会参加者の意見を翌日の
講座に反映していただけた
・「男だけのしゃべり場（毎月開催）」の立ち上げを評価していただいた
みらいの工夫

良い点
・受講者の本音を引き出しやすくするため、講座中のスタッフを男性のみとした
・講座中のスタッフは、運営を担いつつ他の受講者と上下関係ができないように、
共に学ぶ姿勢を守った
・１日目、２日目共に、講座開始前までには机やイスの移動、受付準備や掲示物、
資料等の準備が完了していたのでスムーズに開始できた

3

みらいの工夫

良い点

・講座中に数回あった机やイスの移動は、講師やスタッフの指示の基、
受講者の協力を得られスムーズに実施できた
・受講者に、今後開催予定の『スキルアップ講座』と、
毎月第４土曜日定期開催の『男だけのしゃべり場』の紹介を行った
・１日目の講座終了後に懇親会を開催し、講座の内容についてや、
時事問題（知的障碍者施設での傷害致死事件）等の話題を話し合った

課題

講座後の活動
男だけの
しゃべり場

・講座の内容について、事前に講師とスタッフで話し合っておくべき
・アンケートとは別に、講座終了直後にインタビューをする
・講座告知用チラシの配布後、本申込みの前に事前予約を受け付ける
⇒豊川市主催だから予約は厳しいかも・・・

２０１６年２月２７日 豊川共生ネットみらい 男性スタッフが立ち上げた
目的： ・男性が本音を語れる場所をつくる
・男性の余計なプライドを捨てさせる場
・男性が男性としての殻を捨てられる場
・目指すは女子トーク
開催： ・毎月第４土曜日の定期開催（１０月は第５土曜日）
場所： ・ボランティア市民活動センター プリオ４階会議室３

・男性講座では、２日目「女性と水夫」のワークで論理的な話し合いとなって
しまい、しゃべり場ではなるべく感情や思ったことなどの本音が出せる場に
したい
・毎回、参加者の増減はあるが少しずつ参加人数も増えている
・各回のテーマを「気になったニュース」や「最近感じた事」等でスタートし
ているが、時間が経つと男性口座と同じく論理的な話し合いとなるので、
回を重ねて目的に近づけるように運営していきたい

19:30
～19:35

【講師挨拶】
・講座内容についての趣旨説明
・講師自己紹介

19:35
～19:45

【自己紹介】
・全受講者が、各自のニックネームと受講理由等を、各１～２分程度で自己
紹介を行った

19:45
講座の内容
～21:00
8/5(金)
入門編
(１日目)

【講座 ～入門編～】
・パワーポイント、配布資料(パワーポイントと同内容)を使用した座学を
中心に、知識面でのご説明をしていただいた。
・質疑応答の時間も設けていただいたが活発な意見交換は見られなかった
【解説】
・ストレス発生の仕組み、自分の感情との付き合い方、相手の気持ちの受け
止め方等、心理学の視点からレクチャーいただいた
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講座の内容
8/5(金)
(１日目)

21:05
～21:50

【有志懇親会】
・講師、受講者(スタッフ２名含む)の中から有志参加にて計１０名が参加し、
講座会場の設営を一部変更した上で軽食を取りながらの様式にて、
講座内容の振り返りや最近の時事問題(障碍者施設での殺傷事件)等につい
て話し合った

21:50

【懇親会の解散】
・１日目の終了

10:00
～10:03

【講師挨拶】
・講師挨拶と２日目の講座概要を説明された

10:03
～10:25

【自己紹介】
・資料１「ねらいづくり」に基づいて、会場に来る際の気持ちや
仕事・生活での困り事等を記入し、各自３分程度の自己紹介をした

10:25
～10:35

【座学 ～体験学習の準備～】
・パワーポイント、資料２(パワーポイントと同内容)を使用した、
「プロセスとコンテント」の説明とこの後の体験学習へのステップの説明
があった
・体験学習の会場準備として、テーブル・イスのレイアウト変更を全員で行
った

10:35
～11:25

【聴き方の体験学習】
・資料３「聞き方のワーク」を使用して、①話し手:１人、②聴き手:１人、
③観察者:１人、それぞれの役割で３人ないし２人(観察者なし)のグルー
プとなってワークを実施した
・全ての人が３つの役割を行うようにワークを３回行った
・ただし②聴き手にだけは講師から聴き方の指示が記入された資料を渡され、
他の受講者には講師からの指示が分からないようにとされた

11:25
～11:35

【挨拶の体験学習】
・会場を歩き回りながらすれ違う人に、①親愛的な挨拶や表情、②不愛想な
態度や無視、③親愛的な挨拶や表情、の順で対応した

講座の内容 11:35
8/6(土) ～11:40
(２日目)

11:40
～12:00

【ティッシュペーパーを使った体験学習】
・２人１組となってティッシュペーパーの端と端を両手で掴んだままで、
主導者、追従者の２つの役割で主導者がてを動かします。
・追従者はティッシュペーパーを破らないように手を離さないようにし、
追従することの難しさを体験した。
・これを役割を変えて両者の立場を全員が体験した
【他己紹介】
・２人１組となって互いのインタビューを各５分、計１０分行った
・インタビューを基にして全員に向かってパートナー紹介(他己紹介)を行った
・パートナーが前でイスに腰掛け、その後ろに立って肩に手をかけた状態で行う
・ポイントは自分がパートナーになりきって自己紹介の形式で皆に説明すること
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12:00
～13:00

【昼食】
・講師と参加者(スタッフ含む)の一部で同席しての食事を行った
・田舎暮しの事、趣味(オーディオ等)の事、仕事の話をした

13:00
～14:30

【グループワーク ～女性と水夫～】
・２グループ(各４名)に別れてテーブルについて各自で資料４「女性と水夫」を読
み込んだ
・各自が感じた好感度順を「評価用紙」へ記入し、グループ内で発表した

14:30
～14:50

・各グループで個々の意見を集約し、グループメンバー全員が納得できる順位を決
める
・しかし、２グループ共にメンバー全員が納得できる順位付けはできなかった

14:50
～15:00

【講座の締め括り】
・各グループの他のメンバー宛に、講座を通じてのメッセージを書き手渡した
・全受講者が各自一言の感想を述べた
・最後に講師を含めた全員で長細い輪を作り、お互いにもれなく握手を行い講座
が終了した
① 受講者の言動から隠れたニーズを感じたので、その実態把握と啓発のためにも、
継続して講座を開催する必要性を感じた
② 受講者のニーズと講座内容が合致していないと感じたので、告知タイトルや
サブタイトルを変更したり、事前に講師と講座内容の打ち合わせが必要と難じた

総括

③ この講座を機に豊川市が東三河での男性講座の核となり、各地に広がる体制
ができるとよい
④ 昨年の講座を機に「男だけのしゃべり場」を立ち上げ、参加を呼びかけること
ができた
⑤ ファミリーフレンドリー企業の協賛を得ることができた
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男性講座の内容
第①回

8/5(金)

入門編

19:30
～19:35

【講師挨拶】
・講座内容についての趣旨説明
・講師自己紹介

19:35
～19:45

【自己紹介】
・全受講者が各自のニックネームと受講理由等を、各１～２分程度で話
した

【講座 ～入門編～】
・パワーポイント、配布資料(パワーポイントと同内容)を使用した座学
19:45
を
～21:00
中心に、知識面の説明
・質疑応答の時間もあったが、活発な意見交換はなかった
・ストレス発生の仕組み、自分の感情との付き合い方、相手の気持ちの
受け止め方等、心理学の視点からの講義だった

第②回

8/6(土)

発展編

10:00
【講師挨拶】
～10:03
・講師挨拶と２日目の講座概要を説明された
10:03
～10:25

【自己紹介】
・資料１「ねらいづくり」に基づいて、会場に来る際の気持ちや
仕事・生活での困り事等を記入し、各自３分程度の自己紹介をした

【座学 ～体験学習の準備～】
・パワーポイント、資料２(パワーポイントと同内容)を使用した、
10:25
「プロセスとコンテント」の説明とこの後の体験学習へのステップの
～10:35
説明があった
・体験学習の会場準備として、机・椅子のレイアウト変更を全員で行っ
た
【聴き方の体験学習】
・資料３「聞き方のワーク」を使用して①話し手:１人、②聴き手:１
人、
10:35
③観察者:１人、それぞれの役割で３人ないし２人(観察者なし)の
～11:25
グループとなってワークを実施した
・全ての人が３つの役割を行うようにワークを３回行った
・ただし②聴き手にだけは講師から聴き方の指示が記入された資料を
渡され、他の受講者には講師からの指示が分からないようにとされた

男性講座 総括

11:25
～11:35

【挨拶の体験学習】
・会場を歩き回りながらすれ違う人に、①親愛的な挨拶や表情、②不愛
想な態度や無視、③親愛的な挨拶や表情、の順で対応した

【ティッシュペーパーを使った体験学習】
・２人１組となってティッシュペーパーの端と端を両手で掴んだまま
で、
11:35
主導者、追従者の２つの役割で主導者がてを動かします。
～11:40
・追従者はティッシュペーパーを破らないように手を離さないように
し、
追従することの難しさを体験した。
・これを役割を変えて両者の立場を全員が体験した
【他己紹介】
・２人１組となって互いのインタビューを各５分、計１０分行った
・インタビューを基に、全員に向かってパートナー紹介(他己紹介)を
11:40
行った
～12:00
・椅子に腰掛けたパートナの後ろに立ち、肩に手をかけた状態で行う
・ポイントは自分がパートナーになりきって、自己紹介の形式で
皆に説明すること
12:00
～13:00

【昼食】
・講師と受講者(スタッフ含む)の一部で同席しての食事を行った
・田舎暮しの事、趣味(オーディオ等)の事、仕事の話をした

【グループワーク ～女性と水夫～】
・２グループ(各４名)に別れてテーブルについて各自で資料４
13:00
「女性と水夫」を読み込んだ
～14:30
・各自が感じた好感度順を「評価用紙」へ記入し、グループ内で
発表した
・各グループで個々の意見を集約し、グループメンバー全員が納得で
14:30
きる順位を決める
～14:50
・しかし、２グループ共にメンバー全員が納得できる順位付けはでき
なかった
【講座の締め括り】
・各グループの他のメンバー宛に、講座を通じてのメッセージを書き
14:50
手渡した
～15:00
・全受講者が各自一言の感想を述べた
・最後に講師を含めた全員で長細い輪を作り、お互いにもれなく握手
を行い講座が終了した

男性講座 総括

2016年度 豊川市男女共同参画協働型事業

決 算 書
【収入の部】
項目
事業委託金
みらい託児

摘

額

要

153,000 豊川市
400 保護者より託児協力費 100円×延べ4人

みらい一般会計

10,900

計

164,300

【支出の部】
項目

額

摘

要

100,000 ◆①②講師謝礼 交通費・宿泊費込み
講師関係費

146,000
46,000 ◆③④講師謝礼 交通費込
2,000 ◆①２人×1,000円
3,000 ◆②５人×600円
2,000 ◆③２人×1,000円
2,000 ◆④２人×1,000円

人件費

11,000

2,000

講座当日の運営
講師接待
会場設営・復帰
受付
受講者の見守り
アンケートの回収

講座の企画
開催チラシの原稿の作成・配布
アンケートの実施・集計
講師送迎
講師折衝
企画書・報告書の作成

◆豊川市託児ボランティア

託児費

0

資料費

2,571

◆チラシ・講座資料・報告書等 用紙代

通信費

1,075

◆報告書など郵送料 205+310+560

その他

3,654

1,654 ◆お茶・卓上菓子代 1,366+318
2,000 ◆②講師・スタッフ昼食代
計

164,300

2016年度

豊川市男女共同参画協働型事業
総合総括
豊川共生ネットみらい

◆女性講座に男性講座を加え、初開催
これまで女性限定とし９年開催してきたが、今回初めて、男性限定講座を加えて
開催した。男女共同参画社会づくりには、男性も女性も意識改革が必要。
男女別で開催することで、男性特有のジェンダー意識、女性特有のジェンダー意
識を学ぶ場となった。
【男性講座】

【女性講座】

●講座では、上下関係ない雰囲気で批判さ
れずに話し合う体験が十分できた。
●ごまかしたり、ふたをしていた気持ちに気
付き始め、安心して話す場を求めていること
が分かった。
●受講後、4名よりもっと話し合いたいという
希望があり、「個別面談」や「男だけのしゃべ
り場」を毎月1回開催している。（みらい主催）

●これまでの全5回講座を、全2回とした。
●「人に振り回されないコツ」という的を射
たタイトルにしたことで、反響が大きかった。
●託児を豊川市託児ボランティアとしたこと
で安価に提供できた。その結果、申込みは
35名に倍増した（昨年18名）。
受講しやすい環境を整えることができた。

◆受講者がジェンダー問題に気付き、自分の問題を克服することを学んだ
男女共に講座内容は、≪人間関係などの悩みの背景には、社会的抑圧（男は仕事で成功すべき、
女は家事育児をすべき 等）がある≫とのことだった。
これについて、今後はさらに深める内容にしたい。
男女それぞれの、核心につくテーマ（チラシタイトル）とする。

◆初めて、豊川市のファミリー・フレンドリー企業より「協賛」を得た
ワークライフバランスを積極的に取り組む企業に、本講座の趣旨である男女共同参画
社会づくりへの理解を求めた。
その結果、14社全てより「協賛」（金銭の授受なし）としてチラシに企業名掲載の
了承を得た。
その他に以下の協力・効果があった。
・総合青山病院 掲示板に、チラシの掲示
・㈱ハクヨプロデュースシステム 店舗にチラシの設置
・ファミリーフレンドリー企業 社員より、３名の受講申し込み
今後も協働で開催し、男女共同参画社会の推進を図る。
課題は、社員のメンタルヘルス推進にも寄与できることへの理解を求め、社員の参加
をさらに促す。

◆プリオ駐車場（豊川市諏訪第1･2公共駐車場）を無料利用できた
今回、受講生が使用する駐車場は、ウィズ豊川の駐車場ではスペースが不足し賄いき
れなくなった。
そこで、特定非営利活動法人 穂の国まちづくりネットワークに、無料利用できるよう
に相談をしたところ理解が得られた。
今後も他団体含め、ウィズ豊川 駐車場の予約が満杯で駐車できない時は、プリオ駐車
場を無料利用できる仕組みづくりをして頂きたい。

報告書

男性講座

総括

・2015年度は、豊川共生ネットみらいが主催で男性講座を開催。金銭的
に非常に苦しい中で開催した。
・2016年度は、行政が主催で開催することができた。
・開講挨拶を、人権交通防犯課 課長補佐と豊川共生ネットみらい男性
スタッフでした。
・人権交通防犯課職員、豊川市役所インターンシップの学生の受講も
あった。

行政
との
連携

・今後も男女共同参画社会の一端を担う男性のさらなるエンパワーメ
ントに期待し、協働体制を望む。

講座
日程

・男性が受講しやすくするため、
第１回 金曜 19～21時、第２回 土曜 10～15時とした。
どちらか一方だけの受講を、可とした。
・その結果、一方だけの受講は６名、全２回受講は６名であった。
・第１回を金曜19時～開催としたが、受講者の大半が勤務終了後
であったため遅刻者が続出。受講しにくい時間であった。
・全２回受講しないと、理解できない講座内容だった。受講者に
とっては、連日の受講は負担が大きかった。
・次回は土曜日の午前・午後で開催を検討している。

講師

・ジェンダーの視点を持った講師による男性限定講座で、愛知県内
では名古屋市に続き２例目。
・講座では、受講者の印象に残るように分りやすく説明された。
・第２回は、受講者の理解度に合わせ、体験型ワークによって進行。
受講者の緊張をほぐす工夫をされ、充実した時間となった。
・名札には、本名ではなくニックネームとした。初対面の中での警戒
心を解くことをされた。
・お茶やお菓子のセルフサービスコーナー設置を快く受け入れて下さ
った
・第１回後の懇親会や、第２回昼食で、受講者と共に話し合いながら
食べて下さった。
・懇親会で出た受講者の意見を、翌日の講座に反映して下さった。
・今後、東三河で男性相談窓口設置を願っておられた。

男性講座 総括

・事前に受講申込みは、11名。全て、電話での申込み。メールで申込
みはなし。
・当日、受講申込みは、２名。
・豊川市外の申込者は、２名（豊橋市・新城市）。
・講座当日の２９日前の７/７(木)に、受講申し込みを開始した。
次回は、２ヶ月前とし期間を長くすることで、申込み者増を試みる。
・講座を知った媒体
受講
申込
み

・昨年のアンケートでは、具体的な感情や気持ちを文章で記入する
人が少なかった。
・今年は、具体的な感想を記載してほしかったので、
●一番印象に残ったフレーズ
●その理由
という問いを出し、自由記入枠を設けた。

アン
ケー
ト
結果
の
考察

・マスを埋める記載方法にしたら、全員の記載があった。
・「これからは、アイメッセージを取り入れていきたい」
「（ラポールトークを）自分ができていないので」
という記載があった。
・自分の足りないところに気が付き、改善しようとする感想が
あった。

男性講座 総括

年代別 受講人数
3
2
年代

２名

２名

２名

２名
1名

1
0

0
20代

30代

40代

50代

60代

70代

30代を除き、20～70代の幅広い年代から、受講があった。

受講者
第１回

第２回

講座当日

・受講者は「男性の特性とは何か」に興味を持って受講されて
いた。
・講座内容がパワーポイントによる説明のみだったので、体験
型も取り入れると理解が深まったと考える。
・頭では理解できたが、自分の体に落とし込むのが難しかった
と思われる。
・講座内容が受講者自身の気持ちを探るワークだったので、
今まで気付かなかった自分を見つけることができた。
・受講者の満足度は高かった。
・ワークショップのやり方に半数以上が未経験で戸惑いが見
られたが、講師の指導で徐々に慣れ楽しんでいた。
・講師から、受講者の核心に触れる一言があったので、受講
者それぞれが自分に思い当たるキーワードを見つけていた。
・終始、和やかな雰囲気で受講者は声を出し話していた。

・受講者の本音を引き出しやすくするため、講座中のスタッ
フを男性のみとした。
・スタッフは、運営を担いつつ他の受講者と上下関係ができ
ないように、共に学ぶ姿勢を守った。
・第１回、第２回共に、講座開始前までには机やイスの移動、
受付、準備や掲示物、資料等の準備が完了していたのでス
ムーズに開始できた。

豊川共生
ネット
みらい
の工夫

男性講座 総括

豊川共生
ネット
みらい
の工夫

・第１回の講座が終わり、５分後、自由参加で懇親会を開催。
・講師と受講者が自由に話せる場を提供した。
・話し合った内容は、講座内容、障害者施設での殺傷事件な
ど正論を話し始め、ブレーキを掛けられない人がいた。
・全く話せない人・話す人に分かれた。
懇親会

◆「男だけのしゃべり場」の充実

今後に
向けて

・毎回、男性講座受講者 数名の参加がある。
・男性講座では、２日目「女性と水夫」のワークで論理的な話し合
いとなった。
・「男だけのしゃべり場」では、感情や本音が出せる場となる問い
かけをしている。
・話し始めは、「気になったニュース」や「最近感じた事」等でス
タート。時間が経つと男性講座と同じく論理的な話し合いとなる。
・回を重ねるごとに、目的に近づけるように運営している。
・受講者の一人より、「しゃべり場だと話せない。みらい男性スタ
ッフと１：１で、月に１回話したい」と要望があった。
・みらい男性スタッフがカウンセラーのごとく受容力がある、あらわ
れである。
◆講師と連携を蜜にとり講座内容を検討する。
◆豊川共生ネットみらい男性スタッフの、男女共同参画推進リーダーと
しての成長。
◆行政の支援を求める。
◆豊川市主催男性講座が東三河での男性支援の核となり各地に拡がる
こと。

男性講座 総括

女性講座

講座
日程

総括

・過去10年間は、全５回（毎週同じ曜日の午前２時間）で開催していた
が、今回、初めて全２回とした。
・３年前から受講者が減り続け、５週に渡り都合とつけて受講すること
は困難であることを予想し、回数を少なくした。
・第１回の日程を、受講しやすい９月末とした。
・前年度に講師や行政と日程調整をしたので、５月中旬にチラシ配布で
きた。
・受付開始の初日と２日目で、２４名より申込みがあった。
・全２回の開催、安価の託児、チラシの早期配布、的を射たチラシが理
由と思われる。
・他市在住の申し込みは、１名。（豊橋市)
・メールでの申し込みは、１名。
・育児休暇中の母親や、仕事を休んで参加する方もいた。
・講座当日の豊川共生ネットみらい女性スタッフが電話受付したこと
で、参加理由や悩みを聞くことができた。講座の運営に大きく役に
立った。

・講座を知った媒体
受講
申込
み

託児
申込
み

・託児の受付は行政であるにも関わらず、豊川共生ネットみらいが
6名の母親から受け付けてしまった。
・申し込み者に不利益にならないように検討し、豊川共生ネットみ
らいが「受講受付」「託児受付」を担い、ワンストップサービス
をなった。
・次の豊川市男女共生セミナーでも、同様なことを話し合った。

・託児は今回、豊川市託児ボランティアが
従事。
・1歳以上の託児定員は、１０人。
キャンセルがあり９人となった。

託児の年齢

人数

・託児の定員10人の受付後、４名の母親から託児と受講申し込みが
あった。
１名は、ファミリーサポートセンターに託児を依頼して、受講。
２名は、託児が出来なくて受講できなかった。
１名は、親戚に預け受講。
・今後、託児の受付人数を増やしたり、託児受け入れ態勢を検討する。
・豊川市託児ボランティアは、１歳未満を受付ない。そこで、
豊川共生ネットみらいが、２名（４ヶ月と８ヶ月）を託児した。
・総計すると、就学前の我が子を預けて受講したのは、28名中1名。

託児

行政
との
連携

・産後の母親は、産後うつ、初めての育児、体の変調、夫婦関係の
変化などで大きなリスクを背負っている状態。今後も、支援のあ
り方を検討する。
・豊川共生ネットみらい創設以来、事業すべてに託児を行い、子育
て中の女性支援をしてきた。このスタンスはこれからも変わら
ない。
・子育て中の母親に学びの場を提供することが、社会的孤立予防と
なると同時に男女共同参画社会の有るべき姿であるとの認識して
いる。
・託児は親の学びの保障だけではなく、子どもの学びの場にもなっ
ている。
・2008年度より、豊川市男女共同参画協働型事業として委託されて
いる。今年で、９回目。
毎年、継続して開催する中で、意思疎通が強固に図れるようになっ
た。
・開講挨拶を人権交通防犯課男女共同参画担当と豊川共生ネットみら
い、閉講挨拶を豊川共生ネットみらいが行った。
・人権交通防犯課男女共同参画担当は、本講座を受講。
・多くの女性が参加できるのは、受講料無料であることに加え、行
政に信頼を寄せているからである。今後も男女共同参画社会の一
端を担う女性の、さらなるエンパワーメントに期待し支援をして
いただきたい。

講師

受講
者

・ジェンダーの視点を持ち、人間関係づくりを促せる、類まれな講師で
ある。
次回も同じ講師での講座を企画する。
・本来、少人数で深めていくワークショップである。受講者３０人が対
応できるように配慮して下さった。
・第２回の冒頭で、前回の内容を要約して話して下さった。
・受講者の緊張をほぐすため、アイスブレイクの実施や、受講者の発言
には丁寧に返事をして下さった。
打ち解けたいい雰囲気の中で、講座が進んだ。
・講師の的を射た語りにより、受講者の心に問題解決の気付きを促せ
た。
・例年どおり、受講者の名札には、「呼んでほしい自由な名前」を受講
者に書いてもらった。本名を書くと安心して心の内を話せないという
受講者への、講師の配慮である。
・過去の同講座に参加したことがある方は、７名だった。
・講座参加態度として「参加」「尊重」「守秘」が大切であることを、
ワークショップ形式の中で体験することができた。
・講師の核心に触れる一言一言の中に、受講者それぞれが自分に照ら
し、自分自身のキーワードを見つけることができた。
・講座終了後、机・椅子の移動を自主的に手伝う受講者がいた。
少しでも役に立ちたいという気持ちの表れと考える。
・講師が話した言葉を文章化するにあたり、受講者から協力を得られ
た。

・３０代の参加が最も多かった。
・就学前の子を持つ母親の受講が多かった。
年代別

参加人数

１０名
８名

１名
20代

１名
30代

40代

50代

２名
60代以上

・受講者の一人は2日目の講座で学んで以下【1】【2】【3】を即
実践した。
【１】出来事をじっくり観察
【２】自分の気持ちを知る
【３】自分の欲求を伝える
その受講者は、託児スタッフの言葉に振り回されず、イライラ
の気持ちを対処した。
・実例
受講者の一人が、託児スタッフに「水分補給は哺乳瓶のミルク
をあげてほしい」と伝えた。すると、「10年やってて哺乳瓶で
ミルクを飲ませたことはない。卒乳するつもりで毎回預かって
いる」とのこと。講座後、受講者は市担当者に「安全上、哺乳瓶
でミルクを飲ませられません』と記載してほしい、今後誰かが
嫌な思いをしないようにするためにもお願いします」と冷静に
伝えた。
・受講者は、【１】出来事を振り返り、【２】自分の気持ちを見逃さ
ず、【３】相手を批判せずに解決策を提案した。

アン
ケー
ト結
果の
考察

・自由記述欄に、「託児があったから受講した」「託児の人数を増や
してほしい」「託児があればすごくうれしい」と記載があった。
託児は、子育て中の母親への大きな支援であることがわかった。
・自分の思いのたけを思う存分に書いている。
・受講者おのおのが、自分が振りまわされている出来事や理由を的確
に気付いている。そして、その解決策を普段の生活で、実行してい
くが予想される。
・自分の心の＂もやもや＂について勇気を持って深く見つめている。
・自分の心の＂ベース＂となる部分（自分は大切に扱われるべき存在）
に気付いて自己尊重しようとしている。

ボラ
ン
ティ
アス
タッ
フ

・ボランティアスタッフを募り、３名より立候補があった。
Ａさんは、4年前に本講座を初受講してからずっと携わっている
Ｂさんは、5年前に本講座を初受講してからずっと携わっている
Ｃさんは、初受講者。
講座終了後、「私が〇〇に気付いた、今後は△△しようと思う」
と具体的な感想を言葉にした。今の状況をどうにかしたい、何
かをつかみたいという強い気持ちをもっている。一歩ずつ階段
を登っている姿を見ることができた。8：50に会場入りし自発的
に動いてくださり、安心してお任せできた。。

平成２８年度 豊川市男女共同参画協働型事業
男性のための 職場や家庭で活かせる！体験型 コミュニケーション講座

アンケート集計結果
アンケート回収 １０枚
回収率 100％
●年代を教えて下さい
20代
2

30代
0

40代
2

50代
2

60代
1

70代
2

記載なし
1

●参加したきっかけを訓えて下さい。
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

ちらしを見て
非常に大切な事と感じたため
インターンシップを通り、講習を知ったから
チラシを目にしたから
目についた黄色小パンフレットを見て、自己の会話力不足にプラスになるとの思いから
保健センターに行った時に、パンフレットが目についた。
男性のためのコミュニケーション講座とは、どんな物か？
スタッフとして
昨年も参加したため
みらいの会員
記載なし・・・１名

●講座のわかりやすさは、いかがでしたか？ 番号に○をお付け下さい。
わかりやすい
5
4
：
：
３名
３名

普通
3
：
２名

2
：
0

わかりにくい
1
：
0

記載なし
：
２名

●講座内容を特にどういう人間関係に活かすことができますか。
〇をつけて下さい。複数可。
上司・同僚・部下・夫婦・子供・親・隣人・友人・異性・地域の人・先生・初対面の人・その他（
）

○をつけた人数
異性

4

地域の人

4

友人

3

上司

2

同僚

2

初対面の人

2

全てに丸をつけた人

2

夫婦

1

親

1

男性講座 アンケート結果

●一番印象に残った フレーズ･言葉を、 お書き下さい
●どうして印象に残ったのか お書き下さい
ラポールトーク

「コミュニケーション→共有」
かくあるべきからの脱却

自分が余りできていないので

意外と理解しちがえているケースが
多いと感じたため

女性が答えを求めているのではな
く、プロセルを味わう

Ｉアイメッセージ

自分は女性の人と話している時に、
結論をよく話してしまうので、プロ
セスを味わうというのは、新鮮で印
象に残りました。

いつもＹＯＵメッセージだったの
で。これからは、Ｉアイメッセージ
も取り入れていきたい。

共有

コミュニケーション（共有）

自分だけの想いにこもりがちな人が
多いので。

共有を体験できました。

話す側が・聴く側がやってしまいが
ちなこと

男性特有の思考（カニ型・タコ型）

自分の立場、相手の立場で思
が出来る

タイプを分類することで、対応方法
を考え易くなるから

会話

コンセンサス（全員の同意）

カニ型

いろいろな人の意見や価値観が違う
中、すり合わせることが難しいため

わかりやすい

●さらに学びたいこと、その他、ご自由に感想をお書き下さい。
・
・
・
・

機会あるごとに各種講座等に積極的に参加したい。
どうやったら、男同士で感情が出し切れるのか？
定期開催を希望します。
記載なし・・・７人

男性講座 アンケート結果

タコ型

平成２８年度 豊川市男女共同参画協働型事業
女性のための 人の言葉やしぐさに振りまわされないコツ講座

アンケート集計結果

◆ 年代を教えて下さい
年代別 参加人数
１０名
８名

１名
20代

２名

１名
30代

40代

50代

◆ この講座を知ったきっかけは？

60代以上

（複数回答あり）

◆ 講座はいかがでしたか？

女性講座 アンケート結果

アンケート回収

２２枚

回収率

７３％

20

１７名

15
10

２名

5

２名
０

０

やや不満

不満

0
満足

まあ満足

普通

◆ 参加の動機は？
●

託児付で参加しやすかった。

●

人間関係で悩むことが多かったので。

●

講座のタイトルがすこく気になってしまった。

●

少し悩んでいることがあり、解決の糸口になったらいいなと思ったので参加しました。

●

チラシをみて、聞いてみたかったので。

●

人間関係に悩んで疲れているのでヒントがほしかったので参加しました。

●

講座の内容が気になったから、人付きあいが苦手なので何かのきっかけになればと思い。

●

増井先生の講座に参加したことがあり、色んな方の話を聞きながら勉強したいと思ったから。

●

チラシを見た瞬間「これだ！」って思った。

●

無料なので心のハードルも低く参加したいと思った。

●

内容に興味がある為。

●

日々、忙しく生活していると自分のことをおろそかにしがちです。自分の心の奥にある気持ちを
じっくり見つめたいから。

●

他人からどう思われているかが気になって自分のしたいことができなっかたり、
前に進めないことがよくある為。

●

自分が気にしている内容で無料で託児があったので。

●

ちらしの文章がまったく自分にあてはまっていたので、解決できるのであれば学びたいと思いました。

●

自分の生き方を変えるきっかけになればと思い参加しました。

●

よくふりまわされているから。

●

人とのつき合いは一生続くものであり大切にしたい。でもなかなか上手くできず、
振り回される事が多いと思う。

●

これから講座を聞いてヒントになればと思い申し込みました。

●

ずっと思い悩んでいたところだったから、このままではいけないと思い、うけたかった。

●

日々、近所の言動にふり回され、自分で自分の時間を無駄にしていると、いつもいつも感じながら
変えられない自分がいました。「ちらし」を見て是非、行ってみようと思いました。

●

ボランティアです。

●

優柔不断な私、他人の言動が気になってしまう私、そんな私を変えられるヒントを教わりたくて。

●

自分のあり方を知るため。

●

私は人に振りまわされたことは、ほとんどありませんが、いろいろな立場や考え方を知りたくて
参加しました。

女性講座 アンケート結果

◆ ご自由に、感じたことをお書きください。
●

普段、悩んでいることの対策がわかってよかったです。先生の話もわかりやすかったです。

●

メモをとるのにテーブルがあると書きやすいなぁと思いました。

●

自分に自信がなく、いつも周りの目を気にしている自分がイヤだと思っていました。
そこも自分だと肯定し認めていけるといいです。

●

前回・不合理な思い込みとわかっていても、きけない場合は苦しく、どうしたらいいかわからない。
今回・自分自身も苦しさから解放されたような気がします。3人ペアで言ったり言われたりする
シュミレーションがしたかったなあと思います。その方が入りやすいのではないかなあと思います。
もう一度体験したかったです。

●

初参加でしたが、とてもおもしろかったです。他の講座などもぜひ受けたくなりました。
ありがとうございました。

●

前回もそうですが、何が大事なのか伝えるべきことなどを分かりやすくしてくれて、とても良かったです。
これからのテーマとしてマイナス思考とのつきあいかたなどはいかがでしょうか？
落ち込みやすい、不安になる、いろいろしやすい。

●

先生の笑顔や人柄に安心感が持てました。今まで黙って気を利かす、そうできた方が良いんだと
いつのまにか思い込んできましたが、それは自分本位であることに気付かされました。
これからは相手も尊重して確認や了解を取るようにしようと思います。
そして自分の気持ちを大切にし、言葉に出して相手に伝える努力をしたいと思います。
自分も発言することで安心感を持てるという経験をさせていただきました。今日参加できて本当に
良かったです。ありがとうございました。

●

託児が１才未満から受付できるともっと講座に受講しやすいのではないかと思いました。
自分が、もやもやしている気持の理由が言葉になった感じがして気持ちが軽くなりました。
私たちの１２の権利の言葉がとても心に響き声に出して読むといいと思いました。
わかりやすい講座でよかったです。ありがとうございました。

●

私は「他人から、そんなに振りまわされていない！」と思い込んでいることに気付きました。
先生の話をきくと、ふりまわされていることに気付きました。今後は解決する方向に「悩む」のでなく
「１つづつ階段を登る」ことをしたいです。その階段の登り方を増井先生より教わりました。
ありがとうございます。

●

託児の人数・枠を増やしてほしい。人に振り回されないためのコツが自分なりにわかったので
実践していきたい。

●

具体的に勉強できてとても良かったです。

●

時間を長くしてほしい。

●

凄い為になりました。機会があれば、どんどん話ききたいです。子供がいるので託児があれば
凄いうれしいです。どんどん参加したいです。話聞きたいです。

●

講座での話はたくさんあてはまる自分自身の事が多く、色々考えるきかいになりました。
またこのようなよい講座を学び楽しく生き生きと過ごしたいと思いました。

●

同じ様に悩んでる人もいるんだなあ、と思いました。

●

いつも不機嫌な人をみたときは私のせいかなとか、私がいるからなとか思っていました。
でも自分ばかりが責任を負わなくていいんだということがわかりました。
でも苦手な人は、やっぱり気を使って小声で話をしたりとかするようになってしまいます。

女性講座 アンケート結果

苦手な人に心を開くには、どうしたらいいかわかりません。
もう1つは、自分のことを人のことを気にせず言える方もいます「自分の言ったことに、おこったように
いわれた」と、いわれたことがあり自分はそんなつもりで言ったわけではないのに、みんなの前で
そんなふうに言われて辛い思いをしたことがあります。でも何かと普段は話する
人なんだけど。そう言われることが嫌な人なのか、わかりませんが…
●

自分だけが、つまらない事をいちいち気にして「自分で自分の首をしめてしまった。自分で自分の人生
をダメにしてしまった」と思いこんでいましたが、講座に参加してたくさんの方にお会いして「皆、悩んでる
んだなあ」と思い、少し自分で自分を閉めてつけていた力がゆるくなりました。
来て本当に良かったです。

●

ありがとうございました。毎回気づきがあります。

●

椅子が円座に並べてあり戸惑いましたが、増井先生より「人は聞くより話すより体験する事が一番知識
を身につけられる」との説明で、この講座でも日々の生活でも一歩踏み出す勇気になりました。

●

以前から回数があります。先生のお人柄、お話しの内容、仕方がとてもわかり安く助かっているところ
です。教えていただいたことを引き出しに入れても、なかなかタイミング悪くあとになって反省すること
が多くあり残念です。

●

3才で父が病死、その後母と2人ぐらし（母は和服仕立ての内職）そのため幼少時から男女平等の仕事
を考えた。20才～60才まで公務員としてフルタイム勤務。30代で結婚（1男1女）生活費は50％ずつ
負担～今も。（残金は内緒） 仕事・家事・育児～無我夢中の40年。退職後、母の介護・見送り
実家の建て替え。今は終活中

・ 実家の永代供養～豊川稲荷（1人っこの宿命）
・ 公正遺書作成（夫婦それぞれ、共通財産０）
・ 日本尊厳死協会加入
・ ケアハウス予約～ケアハウスさながわ ここまで終了！
今後エンディングノート作成・身辺整理。

さて本題（人にふりまわされないコツ）ですが、今まで人のことを考えたり、人のことをきにすることなく
生きてきたので（自分のことで精いっぱい）人に振りまわされたことは、ほとんどありません。
自分の人生観

・ 自分は自分 人は人
・ マイペース（人と比べない）
・ 自己決定 自己責任
・ 一生勉強 一生青春
・ 女性も経済力（収入）があった方がよい＝男女平等

今、私は毎日サンデー～映画、友人とのランチ、少し勉強（ハングル、手話、点字、万葉集…）
～今が一番幸せ！ 人生を楽しんでいます。

女性講座 アンケート結果

講師

濱田智崇さん

会場設定

増井さとみさん

男性講座

女性講座

閲覧コーナー
フリードリンク
コーナー

男性のための

平成 28 年度 豊川市男女共同参画協働型事業
「自分と相手を尊重した、人間関係づくり講座」

職場や家庭で活かせる！ 体験型

「大義名分」や「かくあるべし」が優先され、
お互い考えていることが見えにくくなってしまう、
男性のコミュニケーションは、そうなりがちです。
少し視点を変えるだけで、ストレスの少ない
人間関係が築けるかもしれません。
そのために、頭で「勉強する」だけでなく、
実際に「体験して」「感じて」学んでみましょう！

2016 年

８/５（金）19 時～２１時

（入門編）

８/６（土）10 時～１５時

（応用編）

◎

講師：濱田 智崇さん
会場：ウィズ豊川（研修室２）
（京都橘大学 健康科学部 心理学科 助教）
（カウンセリングオフィス天満橋 代表）
豊川市社会福祉会館 （駐車場あり）
◎ 定員：先着２０名（市内在住・在勤の男性）
豊川市消防本部（諏訪）のすぐ北側
◎ 障がいのある方へ
ドラッグストアの向かい
要望に応じ、学習サポートをします。
申し込み前にご相談下さい。
１回のみ参加可 参加無料
◎ 託児あり。１歳以上就学前のお子さんを
先着５人まで受付。
１人１講座につき 100 円必要（おやつ代含む）
参加申込み ７／７（木） ９時～
７／７（木）から７／２２（金）までに
電話で豊川市人権交通防犯課
参加申込み先：豊川共生ネットみらい
（０５３３）８９－２１４９へ申し込み。
（活動の目的：男女共同参画社会の推進）
TEL ０９０-６０８８-５３０９

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ mirai2001kara@gmail.com
豊川市男女共同参画協働型事業

協賛：豊川市のファミリー･フレンドリー企業
●豊川信用金庫
●オーエスジー㈱
(平成 19 年度表彰企業)

主催
：豊川市
担当課 人権交通防犯課
企画運営：豊川共生ネットみらい

●サーラ物流㈱
●㈱ハクヨ
プロデュースシステム

●㈱波多野組
●丸十工業㈱
●㈱佐脇組
●岡田建設㈱
●浜島防災システム㈱

●総合青山病院
●深谷建設㈱
●㈱デンソープレアス
●テクノス㈱
●倉橋建設㈱

※順不同・敬称略(平成 28 年４月現在)

ファミリー･フレンドリー企業 とは従業員が仕事と生活の調和を図ることが
できるよう積極的に取り組んでいる企業です

平成 28 年度 豊川市男女共同参画協働型事業
「自分と相手を尊重した、人間関係づくり講座」

女性のための

人の言葉やしぐさに

振りまわされない

コツ 講座

「他人から、どう思われているか気になる」
「あの人達が、かげで何を言っているか気になる」
他人の目を気にすると、本当に自分がしたいことが
置いてけぼりになることがあります。
「他人」と「私」の、こころの境界線を引くことを
考えます。
◎

2016 年

２回連続講座

９/２９（木）
１０/６（木）

参加無料

参加申込み ９／１（木） ９時～

１０時～１２時
会場：ウィズ豊川（視聴覚室）
豊川市社会福祉会館（駐車場あり）
豊川市消防本部（諏訪）のすぐ北側
ドラッグストアの向かい

豊川市男女共同参画協働型事業

講師：フェミニストカウンセラー増井さとみさん
（公益財団法人 名古屋ＹＷＣＡ所属）
◎ 定員：先着３０名（市内在住・在勤の女性）
◎ 障がいのある方へ
要望に応じ、学習サポートをします。
申し込み前にご相談下さい。
◎ 託児あります。１歳以上就学前のお子さん先着１０
人まで受付。１人１講座につき 100 円必要（おやつ
代含む。）
９／１（木）から９／２０（火）までに電話で
豊川市人権交通防犯課（０５３３）８９－２１４９
へ申し込み。

参加申込み先：豊川共生ネットみらい
（活動の目的：男女共同参画社会の推進）

TEL ０９０-６０８８-５３０９

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ mirai2001kara@gmail.com
協賛：豊川市のファミリー･フレンドリー企業
●豊川信用金庫
●オーエスジー㈱
(平成 19 年度表彰企業)

●サーラ物流㈱
●㈱ハクヨ
プロデュースシステム

●㈱波多野組
●丸十工業㈱
●㈱佐脇組
●岡田建設㈱
●浜島防災システム㈱

●総合青山病院
●深谷建設㈱
●㈱デンソープレアス
●テクノス㈱
●倉橋建設㈱

※順不同・敬称略(平成 28 年４月現在)

主催
：豊川市
ファミリー･フレンドリー企業 とは従業員が仕事と生活の調和を図ることが
担当課 人権交通防犯課
企画運営：豊川共生ネットみらい できるよう積極的に取り組んでいる企業です

