2019 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」

報告書
令和 1 年 12 月 24 日
令和 1 年 8 月 24 日（男性限定）
、11 月 12 日・19 日（女性限定）に実施しました豊川市男
女共同参画協働型事業 ついて、下記のとおり報告します。

講座名

男性限定講座 「カッコイイって何？」
別紙：詳細報告書
女性限定講座 「わたし、おんなだから…、わたし、おかあさんだから…」
別紙：詳細報告書

場

所

日

時

人

数

男性限定講座 女性限定講座
いずれも 豊川市社会福祉協議会（ウィズ豊川）２階 視聴覚室（講座）
和室
（託児）

男性限定講座
女性限定講座

男性限定講座
女性限定講座

男性限定講座
濱田智崇
講師

女性限定講座
増井さとみ

令和 1 年 8 月 24 日（土） 10:00～15:00
令和 1 年 11 月 12 日（火）11 月 19 日（火）
いずれも 10:00～12:00

15 人
延べ参加 36 人

託児延べ 6 人

京都橘大学健康科学部心理学科准教授
カウンセリングオフィス天満橋
（
「男」悩みホットライン）代表
フェミニストカウンセラー
日本フェミニストカウンセリング学会
ウィメンズカウンセリング名古屋ＹＷＣＡ
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豊川共生ネットみらいは、個人の意識改革が推進力となって男女共同参画社会
が達成されると考えています。

男女共同参画社会
ジェンダー平等

共生

自分づくり
（男女ともにエンパワーメント）

自己尊重 他者受容
ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ視点 自立

女性限定講座は、女性のエンパワーメントの土台を‟ 自分を知り、自分自身を生きる”
ことと捉え、テーマを「わたし、おんなだから… わたし、おかあさんだから…」とし
ました。参加者には、すでに自分自身の課題をつかんでいる人もおり、その発言によっ

企画運営して て話し合いが深まり、偏見に気づいたり環境の見直しを図ろうと考える人も出てきまし
た。日常的にこういう話し合いができる機会があれば、女性は性別という枠を離れて社
の感想
会発信できる力を確実に身に付けていくものと思われます。
男性限定講座も、男性のエンパワーメントを促すものです。今年度のテーマが「カッ
コイイって何？」だったので、例年に比べると比較的若い参加者が目立ちました。ただ、
男性中心社会にあって、男性が持っているジェンダー規範が暴力的であることに、まだ
まだ気付いていないようです。そこに気づいて初めて男性自身のエンパワーメントが始
まります。そこまで到達するには、継続的に講座開設をしていく必要があります。
男女共同参画社会づくりは、女性のエンパワーメントと男性のジェンダー意識の自覚
とを、相俟って進めていく必要があります。因みに、毎年開催している『ロジカルシン
キング講座』
（2020/2/2)や『まちづくりカフェ in 豊川』(2020/3/27)はジェンダー平等
の進み具合の検証機会ともなっています。
豊川共生ネットみらいは、年間通じて次のような活動を展開しています。
男性限定講座（年１回） ⇒

男だけのしゃべり場 （毎月１回） ⇒

男性相談・男性支援 （計画中）
女性限定講座（年１回） ⇒

女性のための談話室 （毎月１回） ⇒

女性相談・女性支援 （随時対応） ⇔

各関係機関
福祉課・子ども支援課・介護高齢課・生活
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保護課・女性相談室・保健センター・保健
所・医療施設・警察署・弁護士 など

2019 年度
豊川市男女共同参画協働型事業 女性限定講座 報告書

令和 １ 年 １２ 月 ２４ 日
令和 1 年 11 月 12 日・11 月 19 日に実施しました豊川市男女共同参画協働型事業 女性限定講
座について、下記のとおり報告します。

講座名
場

所

日

時

女性限定自己尊重トレーニング講座
「わたし、おんなだから…、わたし、おかあさんだから…」
豊川市社会福祉協議会 ウィズ豊川 ２階 視聴覚室（講座）
和室

（託児）

令和 1 年 11 月 12 日（火曜日）
・11 月 19 日（火曜日）
いずれも 10 時～12 時
延べ参加 36 人 （申込 24 人 参加 20 人 初参加 14 人）

人

数

託児延べ 6 人
増井さとみ フェミニストカウンセラー

講師

日本フェミニストカウンセリング学会
ウィメンズカウンセリング名古屋ＹＷＣＡ
イスのみ円形に配置
私が知っている私

る他
私人
が
知
っ
て
い

会場設定

第 1 回（11 月 12 日） 「役割からの解放」

い他
私人
が
知
ら
な

開放された窓

盲目の窓

自分も他人も知
っている

他人は知っている
が自分は知らない
無意識のくせなど

隠された窓

未知の窓

自分は知っている
が他人に隠してい
る
秘密など

自 分 も 他 人も 知 ら
ない
可能性・ 無意識の
抑圧・ 埋もれてい
る才能など

１．自分を知る【ジョハリの窓】の説明

他人からのフィードバック

２．受講の心得 ①参加 ②尊重 ③守秘

ジョハリの窓

３．アイスブレーキング 全員立って行う

事業概要

私が知らない私

①「呼ばれたい名前（名札）」で互いに挨拶
②沈黙の中、誕生日順に並ぶ

スケジュー
ル

③今、夢中になっていることを一人ずつ発表
４．ワークショップ
①全員に問いかけ
②グループワーク

「普段、何と呼ばれているか 」
選んだ役割（母・娘・奥さん・嫁さん）で話し合い

③グループ発表
５．講義 外的抑圧と内的抑圧の意味
６．ワークショップ
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自
己
開
示

①ワークシートの吹き出しに書く 「どんな役割で～すべきと考えるか」
②グループで話合い
７．宿題 ワークシートの吹き出し部分について考えてくる
①いつから思うようになったか
②誰から言われたか
③きっかけのエピソード
第２回（11 月 19 日）「私を知る 自分自身を生きるためのヒント」
１．受講の心得 ①参加 ②尊重 ③守秘
２．アイスブレーキング 全員立って行う
①「呼ばれたい名前（名札）」で互いに挨拶
②「好きな季節」で互いに挨拶
３．ワークショップ 「わたし」を考える前にある「役割」
①グループワーク 「いつから・誰から・きっかけエピソード」（前回の宿題）
②全体に発表
４．講義 内的抑圧と外的抑圧の捉え方
５．ワークショップ わたしを表すもの・新たな自分を知る
①全体で
②各自、ハート付箋紙 10 枚に１つずつ書く
③3 人グループで話し合い
６．講義 自己尊重
７．ワークショップ 5 人に出会って話す
①各自、書いた中から１つを選ぶ
②それについて、互いに褒めあう
８．ワークショップ 12 の権利
①各自、12 の権利の中の１つを選ぶ
②選んだものを互いに声に出す
「わたしには…権利があります」「あなたには…権利があります」
・参加 20 人中 初参加 14 人

受講者の
様子

・豊川共生ネットみらい会員、女性のための談話室の参加者、合わせて 8 人
・ワークショップを初めて体験した人が過半数
・ワークショップでは、多くは初対面であったにも拘わらず、考えていることや自分の
体験を率直に話しあっていた。
・全体に講師から発言を促された時、発言者が固定することはなかった。

講座内の
特色

・ワークショップ主体の講座だった。
・講師は、知識伝達ではなくワークショップを巧みに配置し、参加者に自己尊重する
ための気づきを促した。
・参加者それぞれが自分の生活の中で、自己尊重していこうという意欲が見受けられ
る。

2/3

豊川共生ネットみらいが女性のためのエンパワーメント講座を開設したのは 2005 年
度。2006 年度から増井さとみさんに女性講座の講師をお願いしてきました。
その 13 年間には、参加者のはっきりした変化が見受けられます。働く女性の増加に
よって平日 5 回連続講座ができなくなりました。また、女性の悩みに家庭内の問題に上
乗せするように職場の人間関係が登場してきました。
豊川共生ネットみらいの「女性のための談話室（毎月第 1 金）」は今年度になって常
時 10 人から 15 人の参加があります。ここで感じるのは、この 13 年間、自己尊重する
ことがなかなかできず自分らしい人生を描くことができないという悩みがずっと続いて
いるということです。‟なぜ、変わらないのか”を、豊川共生ネットみらいの課題とし
て真摯に受け止めなくてはなりません。
ただ、この頃「女性のための談話室」は 安心安全な場所として確立しつつありま

企画運営し
ての感想

す。乳幼児を連れてくる若い母親から高齢者までそれぞれの経験を吐露しそれを参考に
して自己を振り返るという、日常生活の中ではできない経験をしています。
その様子を増井講師にお話ししたことで、今回のワークショップ主体の講座をしてく
ださったのではないかと推測しています。講座では「女性のための談話室」に参加して
いる人が気楽な雰囲気を醸し出してくださっていたのが印象的でした。アンケートにも
あるようにいろいろな人と交流することが自分のためになると感じた人が多かったよう
です。
講座終了後に 12 月 6 日の「女性のための談話室」で講座参加者を含めた‟講座振り返
り”を行いました。13 人参加。感想を話し合う中でさらに自分の身の上を深く掘り下
げようとする人がいました。知らず知らずに希望と勇気を持つようになるのは、そうい
う雰囲気だからこそではないかと感じます。自力で‟エンパワーメント”ができるので
す。緊急な深刻な悩みのある人には個別に面接相談を行いました。
講座内容から「女性のための談話室」につながり、さらに男女共同参画社会の担い手
が育成されることを期待します。
今年度は sisterhood が本当に可能なのだと実感できた年でした。
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2019 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」
「

わたし、おんなだから・・・
わたし、おかあさんだから・・・
2 回連続講座

11/12（火）11/19（火）
両日とも

10:00～12:00
ウィズ豊川 2 階視聴覚室
受付 9:40～

講師：増井さとみさん
フェミニストカウンセラー
日本フェミニストカウンセリング学会
ウィメンズカウンセリング名古屋ＹＷＣＡ
☆女性限定
☆定員 先着３０人
☆申込 10 月 10 日（木）から受付
☆託児 先着 5 人 おやつ代 100 円
10 月 10 日（木）～10 月 29 日（火）まで受付
☆障がいのある方へ 学習サポートします。ご相談ください。

主催： 豊川市

参加
無料

担当課： 人権交通防犯課

企画運営： 豊川共生ネットみらい
協 賛：

豊川市内のファミリー・フレンドリー企業

ファミリーフレンドリー企業：従業員が仕事と生活の調和を図るこ
とができるように積極的に取り組んでいる、愛知県に登録された企業
・豊川信用金庫 ・オーエスジー（株） ・サーラ物流（株） ・
（株）佐脇組
・
（株）ハクヨコーポレーション ・
（株）ハクヨプロデュースシステム
・岡田建設（株） ・
（株）トヨコン ・浜島防災システム（株）
・総合青山病院 ・深谷建設（株） ・テクノス（株） ・(株）林工務店
・
（株）デンソープレアス ・倉橋建設（株） ・丸十工業（株）
・
（株）波多野組
・アジアクリエイト（株） ・アイレクススポーツライフ（株）

え

先入観や固定観念、思い込み
で、わたしはわたしを大切にし
ていないって？
ありのままのわたしって？
どうしたら、人と自然な触れ合
いができるのだろう？

・社会福祉法人としなが福祉会

申込・連絡先：豊川共生ネットみらい

０９０－６０８８－５３０９

mirai2001kara@gmail.com

令和 １ 年 ８ 月 ２４ 日に実施しました豊川市男女共同参画協働型事業 男性限定講座
について、下記のとおり報告します。
男性限定

講座名
場

所

日

時

人

数

豊川市社会福祉協議会 ウィズ豊川 ２階 視聴覚室
令和

１ 年

８ 月 ２４
日（ 土曜日）
１０時
～ １５時

男性のみ １５人
濱田智崇

講師

自分と相手を尊重した、人間関係づくり講座
～カッコイイって何？～

京都橘大学健康科学部心理学科准教授
カウンセリングオフィス天満橋
（
「男」悩みホットライン）代表

昼食時や意見交換で使う場所として、後方に島形式で２か所設置
講義用に円形にテーブルを配置
セルフサービスコーナー（茶菓子）を設置
１０：００～１１：００
講義 男性講座の基礎知識
１１：００～１１：１０
休憩
１１：００～１２：００
お見合い方式の自己紹介
１２：００～１３：００
昼食
業概要
１３：００～１４：００
ワークショップ 「女性と水夫」
スケジュール
ひっくり返しバージョン「男性と女性乗組員」
１４：００～１４：１０
休憩
１４：１０～１４：５０
話し合い 「かっこいいとは」での話し合い
１４：５０～１５：００ 質問タイム、終了 アンケート記入
・自己紹介はお題を決め 「好きな食べ物」「自慢すること」「今、気きにな
っていること」などで３分間。お互いに話し合う事で打ち解けた。
・今回は、若い人参加者が多く世代交代があった。
高校生の参加者１名。
例年に比べ若い人が多いので、昼食時の話す話題の内容が今風になっていた。
受講者の
・講座のやり方が講義中心と考えていた人は、自己紹介やワークショップ形式に
戸惑いがあった。
様子
・お疲れ気味の参加者もいた。
・話し合いでは、女性に対する価値観でお互いの意見対立があった。
ワークショップの時に、ユーモアを交えて話し笑いを誘う場面があった。
質問が少なく、発言者が偏っている。
話すことに慣れていない。

会場設定

・ワークショップで、前回もやった女性と水夫のひっくり返しバージョン
「男性と女性乗組員」を行った。
講座内の特色
・最初は前回と同じバーションでやったが、ひっくり返しバージョンでは
登場人物の性別を変えることで、ジェンダー視点が変わり話し合いが盛り上がった。
・参加者同士の話し合いの時間を増やす事で、意見交換や気づきがあった。
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過去５回毎年男性講座を開催してきましたが、今回ほど、男性講座の必要性を特に
強く感じたことはありません。濱田先生から学んできたことをなかなか自分のものに
できないという実態には、男女共同参画社会推進を旗印に掲げている豊川共生ネット
みらいは、暗澹たる思いがしております。
例えば、講座でよく見受けられたのは、自分の思いを言語化できないこと。濱田先
生が強調しておられる『男性性』がしっかり学習できていない印象です。これは、男
性自身が自分の本音に気付いていないからです。男性という鎧を着ることは、自分の
本音を隠すこと、すなわち自分自身から逃げること・目をそらすことに有効ですが、
自己尊重から生まれるはずの自立とは正反対の方向です。こうした感覚のマヒ状態が
他人を支配しようとする意識につながります。社会問題となっている、DV・セクハラ・
パワハラは、こういう『男性性』の特質が社会の中で広がったと考えることができま
す。
ジェンダーを最重視している豊川共生ネットみらいは、特に DV 加害者が男性に多い
ことに注目しています。なぜ、妻のみをターゲットにして支配しようとするのか。自
分の弱さを認めたくない、自分には弱さというものがない、という男性自身の自己認
識が心の奥底に潜んでいるのではないでしょうか。支配することで弱さを隠し、自分
のメンツを守っているのではないでしょうか。
平成 30 年の自殺者は 37 年ぶりに 3 万人を割ったそうですが、それでも 2 万 450 人

企画運営して と少なくありません。女性より男性が多くを占めています。社会を動かしているのが
の感想
男性であるとする男性社会にあって、これも、本音を言えない・言わないという男性
の自己認識のために起きている社会現象です。また、今起きている種々のハラスメン
トの背後にも、こうした男性の自己認識のゆがみが垣間見られます。
自己尊重をした上で他者を尊重することを学び、社会とのつながり方を学ぶ場とし
て、男性限定講座の継続的開催は重要だと、豊川共生ネットみらいは考えています。
豊川市では豊川共生ネットみらいが 2015 年から男性限定講座（2016 年度から豊川
市男女共同参画協働型事業）を開設し、それと同時に男だけのしゃべり場を毎月開催
するようになりました。豊川共生ネットみらいでは先駆的な事業だと自負しています。
今回の受講者は昨年８名から１５名に増加しました。また、アンケート調査から男だ
けのしゃべり場に参加したいと回答した受講生が８人いました。豊川共生ネットみら
いは意識改革し学んだことを自己発信する力に期待しています。
因みに、浜松市では以前から男性悩み相談をしていましたが、豊川市の影響を受け
て２年前から濱田先生の講座を始めています。
政令指定都市で唯一男性悩み相談をしていない仙台市が、各自治体で初めて男性悩
み相談の開催に動き、加害者支援プログラムも実施しています。
こうした世の中の動きと連動し、豊川共生ネットみらいは、男性悩み相談室の設置
を考えています。
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2019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

単位 ： 円
額
150,000

みらい託児

要

豊川市

200 豊川共生ネットみらい 女性講座11/12、11/19 100円×2名 おやつ代含む

みらい一般会計
計

摘

361
150,561

【支出の部】
項

目

講師関係費

人件費

額

摘

116,000

要

70,000

◆①②講師謝礼 交通費込み

46,000

◆③④講師謝礼 交通費込み

2,000

◆①2Ｈ×1,000円

講座の当日運営

2,000

◆②2Ｈ×1,000円

講師接待、会場設営・復帰

2,000

◆③2Ｈ×1,000円

受付、受講者の見守り

2,000

◆④2Ｈ×1,000円

アンケート回収

講座の企画

22,162

チラシの原稿の作成・配布
14,162

アンケートの実施・集計
講師送迎、講師折衝
1歳未満児の託児
企画書・報告書作成

託児費
材料費

通信費

その他
計

0
3,544

4,390

0
643

◆豊川市託児ボランティア
◆ちらし用紙代

2,901

◆テキスト等 用紙代

3,280

◆ファミリーフレンドリー企業宛

410

◆講師宛 郵送料 205円×2人

700

◆女性講座受講者へ資料郵送 140円×5人

644

644

◆①②講師昼食代

3821

3,821

◆①②お茶卓上菓子代

150,561
① ・・・ 男性講座 8/24

10～12時

② ・・・ 男性講座 8/24

13～15時

③ ・・・ 女性講座 11/12

10～12時

④ ・・・ 女性講座 11/19

10～12時

