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みらい会員 Aさんの

おすすめBOOK
不自由な男たち
その生きづらさは、
どこから来るのか
(祥伝社新書)
田中俊之×小島慶子

性別役割分業（担）で男は女にたててもらう事で、環状のぶつ
かり合いを避け、仕事一辺倒になる事で、定年後に居場所がな
くなり、「自分とはなんだ」という男の存在が問われる。
恋愛・結婚においては、バブル期のモテを是とする社会的圧力
が男自身を苦しめ、このモテ意識がハラスメントにつながり、家
庭において女性や子どもを傷つけている。

男性学の田中氏
ﾀﾚﾝﾄ・ｴｯｾｲｽﾄの小島氏
による対談
男性だけに向けた本では
なく、女性も大切な気づき
が得られる内容！

多様な働き方を取り入れることにより、長時間労働の是正や育
休を取得し、子育てに関わることで、仕事一辺倒の視野や価値
観に気づき、その気づきが仕事にも生かされ生産性向上につ
ながる事を提案
仕事や家庭の問題に向き合う事で男の生き方を問う一冊。

この本を読んだ Ａさんの感想
俺自身も、世間的な男らしさがないから、恋愛至上主義において、
モテない事への苛立ちや、生きづらさを感じていて、人としてどう
生きていくかを考えないと、と思えた一冊でした。

2016年度 豊川市男女共同参画協働型事業

開催したご報告

「自分と相手を尊重した、人間関係づくり講座」

主催：豊川市

第①回
８／５（金）

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

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
第③回
９／２９（木）

全
４回

第②回
８／６（土）

第④回
１０／６（木）

濱田智崇
・京都橘大学 健康科学部 心理学科 助教
男性
述べ18人
入門編●講義
１）ジェンダーについて
２）男性にまつわる気になるデータ
３）男性に起こりがちなパターン
４）男性のパターンを見直すには
５）コミュニケーションについて
６）円滑なコミュニケーションに向けて
発展編●ワークショップ
１）自分の気持ちを書く
２）聴き方の体験
３）挨拶の体験
４）ティッシュペーパーを使った体験
５）他己紹介
６）順位を評価する体験

講師
参加
対象者
参加
人数

増井さとみ
・公益財団法人 名古屋ＹＷＣＡ
女性
述べ54人
なぜ振りまわされるのか？
●講義とワークショップ
１）私と人との関係は？
２）女性が陥りやすい人間関係のパターン
３）なぜ振りまわされてしまうのか？
４）よりよい関係を築くには

講座
内容
振りまわされないコツ
●講義とワークショップ
１）出来事や事実をじっくり観察する
２）自分の「気持ち」を知る
３）自分の「欲求」を伝えていく
４）粘り強く、あきらめずに一緒に考えていく

・一番心に残ったのは、「男を使い捨てにする社
・自分に自身がなく、いつも周りの目を気にして
会」ということ。
いる自分がイヤだと思っていました。
「給料を上げよう」と思っていたが、「働き方」や
そこも自分だと肯定し、認めていけるといいで
参加者
「心の持ち方」を大切にして生きたいと思った。
す。
感想
・いつもＹＯＵメッセージだった。
これからは、Ｉメッセージも取り入れていきたい。

・もやもやしている気持ちの理由が、言葉になっ
て気持ちが軽くなった。

総 括
◆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
学ぶ場となり、自分の問題を克服すること
を学んだ

◆ファミリーフレンドリー企業より「協賛」
（金銭の授受なし）
「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。
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。

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)

担当スタッフ

石田 金当
井上 杉浦

高橋
黄木

2016年5月まちづくりカフェ100ｉｎ豊川で、
トランスジェンダー（心と身体の性が異なる）
結城愛さんを招き、話し合いました。
多様な性について話し合いました。
関連する話の投稿をありがとうございます！

みんなの投稿広場
◆エロス、愛とは欠けているものを求めること
プラトンの『饗宴』の中のアリストファネス
の演説です。
人間は昔、手足が4本ずつ、頭が二つあり、
球体で回転しながら走りまわり、傲慢にも
神様にまで戦いを挑もうとしました。
そこでゼウス達神々は、人間を真っ二つに
分けて力を弱めました。
現在の頭がひとつ手足が2本ずつのからだに
なりました。
もともとの人間には、「男男」「女女」「男女」
の3種類がありました。
人間は元の姿に戻りたいと願い、もう一つの
自分の体を求めます。
「男男」、「女女」は同性愛を、
「男女」は男女関係を求める訳です。
奇想天外な発想ですね。
『饗宴』ではいろいろな参加者が愛（エロス）に
ついての自説を披露しますが、同性愛は
全く否定されていません。
と言うより最も優れた愛のひとつであると
考えられています。
西本全秀

全ての問合せ・記事投稿先
豊川共生ネットみらい 事務局
442-0854 豊川市国府町茶ノ休61
ＴＥＬ/ＦＡＸ 0533-87-2564
メールアドレス mirai2001kara@gmail.com

みらい通信59号 編集後記
男性講座・女性講座のスタッフを初めて担当しました。
参加者の新しい気づきの言葉をを読みました。
とてもあたたかい気持ちになりました。
これからも共に成長していけたらなと思います。

この “みらい通信” は、豊川共生ネットみらい会員や、 講座の参加者など、市民に配布しています。
会費（入会金なし）
豊川共生ネットみらい ～2001年設立～
～活動の目的 ： 男女共同参画社会の実現～
個人会員・ ・ ・2,000円/年
～ボランティアで活動する、市民活動団体～
団体会員・ ・ ・3,000円/年
継続して活動するためには、皆さまの
豊川信用金庫 本店営業部 豊川市役所出張所
ご支援が必要です
支えて下さる会員やご寄附を募集しています

（普） 1 4 1 7 1 3 7
豊川共生ネットみらい 会計 杉浦綾子

みんなの投稿広場
2016年９月１７日

「虹色どまんなかパレード」
に参加しました！ 杉浦綾子
虹色どまんなかパレードとは、
性的少数者（ＬＧＢＴ）の存在をアピールするパレードです。
2012年から毎年秋に、名古屋で開催しています。
名古屋の栄を、300人とパレードしました！

【パレードに参加した理由】
私は小学校１年の時、いじめられた。
成績は悪かった。
私を認めてくれる大人に出会えなかった。
「私はダメな子」と思い込んた。
力のある人から、排除された経験がある。
誰にでも、あるのかな。
ＬＧＢＴ当事者も、そう思っていそう。
「私も、あなたも誰でも、対等な人間だ～
私たちを、卑下しないで！」
と、訴えたくて参加した。

【参加した感想】
ＬＧＢＴ当事者１０人と話しました。
「誰でも、一人ひとり価値観がある人間。
差別・偏見なく尊重されたい。
いいじゃん。
他人が自分と違っていたって。
お互い違いを受け入れ合おうよ！」
というメッセージを受け取りました。

【当事者の声】
真ん中の、チアガール衣装の方が公開を了承してくれました。
「私は、ドランスジェンダー女子。
体・・・男性。心・・・女性。
やっと就職が決まった。 今後、私の後に続く
トランスジェンダー女子が、働きやすい社会にしたい。
球団のチアガールとして、仲間と練習していたのに、
球団オーナーから、辞めてくれと言われた。
オーナーから言われたら、何にも言えないよ。
私は、批判され続けても命かけて、自分を公開してる」

2016年9月18日

中日新聞

みんなの投稿広場

2016年９月１７日

「虹色どまんなかパレード」
に参加しました！ 学生

９月にみらい事務局の杉浦さんに誘っ
ていただきＬＧＢＴパレードに初参加
しました。
１３人に１人がＬＧＢＴの当事者だと
言われていますが、パレードに参加す
る前の私はこのデーターが現実離れし
ているように感じていました。
しかし、当日会場に行くと若いＬＧＢ
Ｔのアイドルユニットや奇抜な服を着
たドラァグクイーン、チアリーダーの
服を着たトランスジェンダー女子など
何人もの当事者の姿を見ることができ、
気づいていないだけでこんなに多くの
当事者がいたんだということに気付き
ました。
トランスジェンダー女子の方が、見た
目のせいで就職活動の場で差別されて
きたという話をしていたのが印象に
残っていて、帰りの電車では、なぜ日
本ではＬＧＢＴの権利取得が他の先進
国に比べて遅れているのか考えました。
私がたどり着いた結論はほとんどの人
がＬＧＢＴの人権問題を他人事だと考
えているということです。
レインボーパレードに参加する前の私
のように、多くの人が当事者の存在を
認識しておらず、ＬＧＢＴの人権問題
を大きな問題ではないと考え、後回し
にしてしまっているのではないでしょ
うか？

牧野はな

私はレインボーパレードに参加し、当
事者の方の声を聴いたことで、ＬＧＢ
Ｔの人権問題に協力したいと思えたし、
当事者の存在を今までより身近に感じ
ることができました。
この経験から言えることは、ＬＧＢＴ
の人権問題への理解を深めるには“知
る”ことが必要だということです。
愛知県全体でもいえることですが、特
に豊川ではＬＧＢＴ当事者と交流でき
るイベントがほとんどありません。
なかなか難しいと思いますが、みらい
の活動を通してＬＧＢＴとの交流の場
づくりに貢献できたらいいなぁなんて
考えています！
ｐｓ
今、これを読んでいるあなたがＬＧＢ
Ｔ当事者と話したことがないなら、ぜ
ひ今年のレインボーパレードにぜひ足
を運んでみてください！
（気さくな優しい人ばかりで人見知り
の私でも話しかけることができまし
た。）
当事者の方と実際に話すことはテレビ
や本から当事者の声を聴くのとは全く
違う経験です。
ぜひ多くの人に当事者の生の声にふれ
てほしいです。

