問合せ・連絡先
豊川共生ネットみらい事務局
TEL・FAX

２０１５・７・１

みらい通信

0533-87-2564

ホームページ

NO．５４

http://mirai.net.cn

メール mirai2001kara@gmail.com

～2015 年度 総会 のご報告～
2015 年 5 月 31 日（日）12:30～13:15 プリオ５階催事場
総会員数（5/31 現在）
総会成立！
過半数 28 以上

出 席

２３

団体２ 個人２１

◆個人会員

５２

委 任

２０

団体２ 個人１８

◆団体会員

４

計

４３

豊川ビジョンリサーチ
豊川商工会議所女性会
NPO 法人どんぐりの会
プラクトピア・カフェ

★☆★すべての議案が承認されました★☆★

2015 年度テーマ

プラクトピア・カフェ

男の視点・女の視点、 男女共同参画は必要！！

政府の男女共同参画施策が功を奏し、
「イクメン」
「ワークライフバランス」
「女性活用」などの言葉が
市民権を持つようになってきました。また、東日本大震災以来、防災には男女が互いに理解し合い力を
出すことだと確認されてきました。このように「男女共同参画」は以前に増して浸透してきた感があり
ます。
昨年度のテーマ「今再び、男女共同参画は必要か？」の答えは、現状の社会情勢の中にありました。そ
うした中で、豊川共生ネットみらいが取り組むべきことは、各個人の男女共同参画意識の確立です。
今年度は「男の視点・女の視点、男女共同参画は必要！」をテーマとします。
「男女共同参画」に必要なのは、ジェンダーにとらわれず自己選択し、他者を尊重する意識です。多種多
様な交流のできる、途切れることのない活動を、豊川共生ネットみらいはしていこうと考えています。

（２０１５年度事業の詳細

会員も、会員でない人も、参加大歓迎！

P.4）

●７月２３日（木）11:30～13:00ma
●ウィズ豊川３階研修室１●昼食
代８００円前後（当日払い）●定
員２０名程度●申込み 7/21（火）
まで事務局に●子どもさん同伴Ｏ
Ｋ●託児希望の方は 7／9（木）ま
でご連絡を。
１

山脇実市長（総会ご挨拶）

みなさん、100 人集まれ～！

まちづくりカフェ 100 in

豊川

参加４８名（男性１８名

女性３０名）

（一般２９名

会員１９名）

2015/5/31（日）13:30～15:30 プリオ５階催事場
13:30～14:00

ゲストの視点
参加

14:00～15:00
４８名（男性１８名
（一般２９名

老若男女立場それぞれ～みんなの視点【グループでワイワイ話し合い】 (４～５人の、１０グループ）（

ファシリテーター１０名）

女性３０名）
会員１９名）

豊川市の女性議員、３０名中４名で女性
比率 13%。813 市区全体では 13.5%、928
町村全体では 8.7%。がんばらねば。「女
性のためのガイドブック」をつくったけ

学校では、男だから・・女

中３の時、男女共同参

だから・・・なんて意識し

画を学んだ。実際が、

たことがない。重たいもの

わからない。傍観者と

男女共同参画社会のめざすものは、男女

を持つことは男の方が得

してとらえてしまい

が同じことをするのでなく、違いを理解

意ですね。

ます。

し尊重すること。相手を価値あるものと

ど、男女共同参画を知らない人が多いの

して大切に扱うこと。女性が男性に役割

は残念。豊川市民病院に女性特有な病気

を決めつけて押し付けていることがあ

や悩みに対応できる「女性専門外来」が

る。それで女性は楽をしていることない

あるといいですね。

かな。男性も変わらなくてはいけないけ
ど、女性もね。特に被災したら、そんな

会社を見渡すと、や

こと言っておれないですね。

っぱり男性優位か
と思いますが・・・。

国は女性比率３０％目標にしているけ
ど・・・。///
ちょっと込みあっていて、

『グループさをり』のご協力を得て、壁面をさを
り織布で華やかに飾りつけ。

聞きづらかったなあ・・・・

老若男女立場いろいろ ４８名
８０代から１０代（豊川高校 1 年生４
名３年生１名、その他愛知大学４年生
１名、会社員、パ―ト、県会議員

市

卓上にお茶とお菓子。フ
リードリンクコーナー。
うれしかったぁ・・

こくちーず（イベントの
集客を する イン ター ネ

会議員、派遣社員、市役所職員、自営

ット上のページ）を見て

業、主婦、NPO 活動者、元教師など）

参加５名。

豊川・豊橋・名古屋の人たち

当日とびこみ参加６名。

💛男女共同参画、かなり時代が進んできたのを実感しました。共同参画の第一段階が過ぎ、第２段階に入ったような気がします。男女共同参画社会基本法１９９９年制定から１５年。かなり、時間がかかりました。
がかかる、子育てはゆとりを持って行う、男女の違いをどのように理解するか、など考えました。

💛理解と尊重をするには時間

💛世代を超えて、ジェンダーによる「男らしさ」
「女らしさ」を押し付けられていると感じているんだなと思いました。

について語られますが、男性の不都合、不便、不利について話し、発言して、それをどう対策していくかは、女性にとっても必要なことだと思う。
とつをとっても、男が先、女が後とか、男女混合で番号をつけるとか、地域で違うことに驚きました。

💛女性の弱さ、不都合

💛男性の保育士・看護師さんでは、いろんな問題があることがわかりました。

💛普段あまり男女共同参画ということを考えて生活していなかったので、参加して

勉強になりました。

💛学校の名簿ひ

💛人には人の物の見方があり、

決めつけることはダメだし、危ない。
💛若い人の方が現実を直視し、自分の意見を持っている。また、大人の意見を聞く姿勢が良かったです。
これからも続けてほしいです。
機会になりました。

💛高校生が立派だった。意見がしっかりしていた。

💛いろいろな世代がいることで、その世代が感じることが違ったりしていたことがよかったなと思いました。

💛ひとりひとりの考え方は違うけれど、相手を尊重し学ぶことが楽しいです。

💛自由な話題、ファシリテーターさんが良かった。

💛とってもおもしろい。

💛こういった場所でいろいろな方と普段話をしないことなどの話をしたり聞くことができて、いい

💛他グループの話し合いの内容を知りたかった。

💛他グループのメンバーとも話したかった。

２０１５年度

事業
すべて
参加無料
☆新規事業

まちづくりカフェ 100 in 豊川

☆男性限定体験型コミュニケーション講座

5/31(日）13:30～15:30
プリオ５階催事場

8/8（土）10:00～15:00
ウィズ豊川 視聴覚室

女性限定 自己表現トレーニング
ハッピーコミュニケーションをつくるコツ講座

DV 理解講座
9/26（土）13:30～15:30
ウィズ豊川 視聴覚室

9/29 10/6・13・ 20・ 27 （すべて火）10:00～12:00

ウィズ豊川

批判に対処するコツ講座

感情摩擦を避けるための技術【ロジカルシンキング】講座

11/28（土）10:00～12:00
ウィズ豊川

1/23(土）10:00～16:00
ウィズ豊川

開かれた
☆ 男性しゃべり場カフェ

女性のための

定例学習会

談話室
祝日休み
毎月第１（金）10:00～12:00
ウィズ豊川

毎月第３木曜日 13:30～
ウィズ豊川

女性のための電話相談

女性のための
面接相談
祝日休み

祝日休み

毎月第１・３（月）13:30～16:00
090-9183-8712

毎月第１（金）10:00～11:00
ウィズ豊川

DV の基礎知識を学びます。

大義名分や「かくあるべし」が優先されると、お互い考えていること
が見えにくくなってしまいます。少し視点を変えるだけで、家庭でも

今の状況を、何とかしたい。
時々、どなられる。これって DV？
子どもが見てたら、どんな影響があるの？

職場でも、もっとストレスの少ない人間関係が築けるかもしれませ
ん。「体験」し、「感じ」て、「学び」ましょう！

男性限定 家庭や職場で活かす

DV 理解講座

体験型コミュニケーション講座

★講 師： 濱田 智崇 さん
（京都橘大学健康科学部心理学科 助教）
（日本初 男性専用相談「男」悩みのホットライン代表）
（カウンセリングオフィス天満橋 代表）

★講 師：加藤 佐紀子 さん
(フェミニスト カウンセラー)
（公益財団法人 名古屋ＹＷＣＡ所属）
★9 月 26 日 （土）13:30～講座 15:00～講師と懇談ティータイム
★ウィズ豊川２階視聴覚室 （託児：諏訪地区公民館２階会議室）
★定員３０名程度
★参加無料

★8 月 8 日(土）10:00～15:00
昼休憩 12:00～13:00
★ウィズ豊川２階視聴覚室
（託児：２階和室）
★定員：先着２０名
★昼食:ご自分で用意してください。

★申込み℡/fax またはﾒｰﾙで

★参加無料
★申込み℡/fax またはﾒｰﾙで 豊川共生ネットみらい事務局
℡/fax 0533-87-2564
mirai2001kara@gmail.com
★託児ひとり 500 円
7/24(金）までに申し込んでください。
後援：豊川市 豊川市教育委員会

一歩踏み出すために

豊川共生ネットみらい事務局

℡/fax 0533-87-2564
mirai2001kara@gmail.com
当日も受付けます
匿名参加 OK！
★託児ひとり 500 円
9/11（金）までに申し込んでください。
後援：豊川市

豊川市社会福祉協議会

４

豊川市教育委員会

豊川市社会福祉協議会

東愛知新聞
2015 年 6 月１日（月）付
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中日新聞 夕刊
2015 年 6 月１9 日（月）付

５

皆様へお願い
この度、イオン「幸せの黄色いレシートキャンペーン」
に「豊川共生ネットみらい」が応援団体として登録されました。
●キャンペーンの内容●
【１】毎月 11 日に「イオン豊川店」にてお買物をしていただき、
精算時にレジで黄色いレシートを受け取ります。
【２】応援登録団体ごとに仕切られた投函 BOX がありますので、
「豊川共生ネットみらい」の BOX に黄色いレシートを
投函してください。
【３】団体別にレシート金額が集計され、
「合計金額の 1%分の贈呈額」の品（コピー用紙等）が
助成されます。

豊川共生ネット
みらい

2015 年 9 月から、毎月 11 日にイオン豊川店でお買物をした際は、「豊川共生ネット
みらい」の BOX に黄色いレシートを投函していただきますよう、お願いします。

あなたの自由な視点の
記事投稿をお待ちしています！

「みらい通信」
記者 募集！
◆身近なこと、ふと気付いたこと等を、
記事を書いてみませんか？
◆記事の大きさは、大小 問いません。

講座の運営スタッフ 募集！
◆講座当日の運営、アンケート集計、
報告記事作成（みらい通信記載）を、
してみませんか？
◆みらいが企画の各講座で、募集中！

写真のみの投稿や、
漫画での投稿も OK！

初心者から経験ある方・・・全ての方を歓迎します。
「やってみたい！」という方は、みらい事務局に

こんな講座を

お気軽にお問い合わせ下さい。
●豊川共生ネットみらい事務局●
mirai2001kara@gmail.com
℡ 0533-87-2564

という企画も
受付中！

６

開催したい！

