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この「みらい通信」は、豊川共生ネットみらい会員や市民の皆さんに配布しています
豊川共生ネットみらいは、
「男女共同参画社会の推進」が目的のボランティア市民活動団体です

本を読んだ Ａさん（みらい会員）の感想

今号のおすすめＢＯＯＫは

いろんなことを感じましたが、
「もし自分が清水さんの母親だったとしたら、
どんなふうに向き合っていただろう」
と想像しました。
正直、胸が苦しくなりました。
頭ではその子のやりたいようにさせたい、と思
っているつもりだけど、いろんな不安が先につ
きまとうだろうし、人にどう思われるかよりも
本人の気持ちを優先してあげられるだろう
か・・・
清水さんが成長して行くにつれ、
「男として生きたい」
いう気持ちはごまかしてもごまかせなくなっ
ていきます。
勇気をふりしぼってご両親に打ち明けたとき、
お母さんはパニックになり、統合失調症になっ
て、人にも会えなくなり、初めて死をも考えた
といいます。

自分らしく生きる
性別違和を乗り越えて
著者： 清水 展人 しみずひろと
出版社: インスパイア
本の紹介
著者は、体は女性で、性別違和もっ
て生まれた。
幼少期に感じた、違和感、周りとの
違いに気付き悩んだ思春期、就職、
結婚までを率直につづっている。
著者の母の手記も収録。

『「私の息子、清水 展人です」
今は何のためらいもなく言う。
しかし、そう自然に言えるようになるのに、何
年かかっただろう。』
清水さんご自身が書き綴った幼少期からのあ
りのままの姿と重なって、お母さんの言葉に涙
せずにはいられませんでした。
本人だけでなく、そばにいる人も一緒に乗り越
える。
途中の過程はどれほど辛かったか想像できな
いけれど、乗り越えた今、清水さんもお母さん
もとても晴れやかだなと、文面をとおして感じ
ました。

市長とランチ会 開催しました！
2016年 11月 20日（日） 11：30 ～13：30

ウィズ豊川

話し合ったこと

【ともに働ける社会・子育て】

（市長と参加者13名） 参加費（自分のランチ代1000円）

今回の市長とランチ会は、市長を中心に参加者13名で、テーマ『男女共同参画』に
添って、それぞれが感じていることや疑問について率直に意見交換を行いました。

政府も『まち・ひと・しごと創生』を進めている。
地方創生も進めていかねば。
女性も誰しもがチカラを発揮していく社会にせねば！
障がい者児童クラブ ： 誰が来ても体制をしっかりしていこう。
対策が必要。

市長 ：

愛知大学・山本先生が率先していた男女共同参画の
条例をつくることを公約にして豊川市長に立候補した。
男女の差別があってはいけない、進めていかねばいけない。

障がい者の子供が断られた件 ： どこの保育園でも受け入れるのではなく、
指定した保育園で障がい児を受け入れる
方法もある。その子の状態を確認する。
例 ： 子供たちはすぐにうちとけた、障がい抜きに接してくれる。
一番大変だったのは親にわかってもらうこと、知ってもらうこと。

豊川市長 山脇実さん

子供たちより大人のほうが差別してしまう。
わかる大人がどんどん増えるといいね。
ＬＧＢＴへの理解 ： いろんな人がいる。 自分自身を受け入れる事、
差別・偏見なく尊重されたい。 「認め合いたい」
分け隔てない、助けるのが当たり前、芽生える。
偏見がない人が先に立つことが大事

市長が退出後フリートーク
《参加者のことば・感想》

話し合ったこと

【世界情勢】
アメリカ大統領選挙・トランプ氏が当選した。
実際の票数はクリントン ＞ トランプだったらしい。
しかし州での勝ち数で決まるのでトランプ氏の勝利。
トランプ氏は女性差別発言をしている、どうして勝ったのか？
イギリスはＥＵ離脱、アメリカはもはや世界のリーダーではないか
も？
世界の閉塞感、今後たいへん厳しくなるだろう。
日本は外国に頼らず、しっかりと日本を見つめていかないといけない。

フランスのエマニエル・ドット氏（親日家）も同じことを言ってい
る
「自分の国さえ良ければいい、になっている。
世界全体がたいへんな時期が来るだろう。」

ランチのメニュー：豊川名物いなり寿司
様々ないなり寿司があり
会話が弾みました！
話し合ったこと

【労働のあり方とは】
「活躍したい」「楽がしたい」「一般職がいい」それぞれある。
長時間労働 ・・・ 総合職が問題なのでは？

フランスではベビーシッター文化がある。
イクメン ： 職場の男性が「あそこの公園は遊びやすい」
など父親どうしで子育ての話をしている。
長時間の仕事をかかえながらも
子育てをしている。
ジェンダーが根底にある。
普通に協力しあえる、できるだけナチュラルに・・・
働き方はかわっていくかも。

・ 初めて参加した、ＬＧＢＴの話も市長と話せてよかった。 ひとりの人間として話せた。
・ みなさんがどう思っているのかが、分かった。
・ 市長が私たちの話を聴いてくれた。
・ みらいの活動を進めていきたい。
・ 久しぶりに市長と話せてよかった。
・ 今の生活で、一番気になることを聞けた。
・ 私は子育てはもっと真剣にやってほしいと思っている。
・ 一番、話し合いたかったことは「共生」
・ 社会にいる 自分・障がい者、ＬＧＢＴ当事者はどうやったら手をつなぐことができる
か？
・ 市長は自分の人柄を出してくれた。
・ 他人の話を心で受け止めて聴いてくれた。
・ 人と人の間にある「壁」が低い社会だといいな。
・ 私たちの意見を「そうではない！」と言わず受け入れてくれた。
・ 参加してよかった。
． 今日は司会という大役をやった。
・ 市長は貴重な日曜に2時間割いてくれた、とてもありがたいこと。
・ 市長は自分も一人の人間として勉強している。
・ 今までと違う「市長とランチ会」だった。リラックスムードで大変良い会だったと思う。
． これからもっと豊川共生ネットみらいに協力してもらえそう。
． みらいの活動も良い評価をしてくれている。

豊川市社会福祉協議会に

書籍
２８冊

アイスブレイク会で
使用した書籍を
寄付しました

寄付しました！

地域福祉活動費助成事業に
応募し理解が得られ
購入した書籍です

３Ｆ

受付
豊川市社会福祉協議会 ウィズ豊川

誰でも本を、無料で閲覧・貸出できます
◆貸出日時
◆貸出冊数
◆貸出機関
◆利用方法

平日 ９時～１７時
１度に５冊まで
２週間以内
本を選んだら事務所受付へ

「福祉ライブラリー」収められました
広く市民に活用されますように・・・

アイスブレイク会
開催したご報告
◆主催：豊川共生ネットみらい
◆目的：ファシリテーター養成
◆開催日：6/30.7/30.8/30.9/24.10/29.11/30
◆参加人数：延べ32人
◆進行役：みらい会員 杉浦綾子
◆進行方法：
１参加者が一人ずつアイスブレイクを提供
２気付きを話し合う
◆参加者の感想
・体を動かしたりゲーム感覚のアイスブレイ
クをすると場が和むな～
・場に合わないアイスブレイクをすると、そ
の場の空気がさらに重くなるね。
・どんな場なのか？見極めてアイスブレイク
を選ぶことが重要だと思った。

アイスブレイクとは･･･
会議などの冒頭にする
自己紹介や簡単なゲームのこと

2016 年度豊川市男女共生セミナー受託
2017/1/28 10:00～16:00 ウィズ豊川
42 名参加（女 33 名・男 9 名）

講座に参加できなかった人
のための

誌上講座

社会人のための 伝え方 聴き方のコツ講座
～「聴く」
「訊く」
「伝える」で成果を出す～
ロジカルシンキング講座
社会や企業でのコミュニケーション・・・誰とでも、相互に納得する必要があります。
目的
納得のプロセス
大切にするポイント
信頼関係構築
聴く
非言語情報（相手の表情や声のトーンなど）
・話の背景・言葉尻にとらわれない
相互理解
訊く
相手と共有する目的を、引き出す・質問のしかた・質問の整理
行動促進
伝える
相手と共有する目的達成を、意識する・相手と平等な関係・テーマを重要視
講師 内田友美さん

コツ
１．注意して聴く
相手の話に集中し、
注意深く聴く
２．相手のために聴く
耳・目・心を使い、
相手の言葉・意思・
気持ちのすべてを
聴く

日本教育大学院大学特任教授

人は、ほとんど人の話を聴けてないですね。
私たちは、相手の話を聴く時、言葉を勝手に置き換えたり、
内容を取捨選択したり、自分の解釈で意味づけたりして
聴く傾向があります。
だから、相手のために聴くのは難しい。
意識的に、相手の興味関心や利益を捉える必要がありますね。
集中して聴くのが難しいのは、
人は、話を聞きながら他の事を考えるこ
とができるからです。
だから、意識的に、相手の話に集中しなければ
なりません。

【傾聴】
（相手そのものを聴くこと）をしましょう。
【傾聴】を行うことで、
信頼関係【ラポール】を築くことができます。
「この人になら話せる」
「この人になら話したくなる」
「この人になら任せられる」

５つの【傾聴】技術
１．受容 → 相手と関係をつくる
相手が間違ったことを言っても「あっ、なるほど」と受け容れ、いきなり否定しない。
２．うなずき・あいづち → 相手の話を促進する・引き出す
３．繰り返し
→ 相手に確認する 相手が自分の言葉の意味に気付く
相手に受け容れられていないと見受けられる時や、話の方向性を決める時に使う。
４．要約 → 相手と共有する 相手の言葉（キーワード）を使ってまとめる
５．明確化 → 相手に気付かせる 「つまり～にたとえると～のことですか」

【質問】の能力の高い人の３つの特徴
１．仮説づくり
手あたり次第に訊くのではなく、仮説をもって訊く。
２．質問話法
① ・クローズド質問（答えがイエス、ノーや単語）で、
相手の信頼を得る
・オープン質問（答えは相手の自由）で、話を展開。
② ３つの質問の使いわけ
「さすが、やっぱり…ですか？」
「…の理由はなんでしょうか？」
「なるほど、では…はどうでしょうか？」
この時、相手の事前情報をしっかりつかんで置くことが大事
③順序だてて質問し一緒に考える
「他には？」
「なぜ？」
「どうやって？」
３．構造化
全体像を押さえて対話の流れをつくる。
これができないと相手はストレス！

話す順番
・ 総論→各論、抽象的→具体的
・ 順序あるものは、その順序に従う
・ 問題解決パターンにあわせる
問題の構造化→真因の特定→
解決策→実施計画・実施体制
・ 相手の聞きたいことから話す
伝わりやすい表現
１．シンプルに短く！
・ポイントを絞る ・１文章に１要件
・１文章平均 50 字を目標
２．ネガティブをポジティブ表現に！
３．アサーティブ表現に！
自分の意見も相手の意見も尊重。
受動的でも攻撃的でもない表現なの
で、対等なコミュニケーションができる

寄付した書籍の一覧
（男女共同参画社会を担う人材育成の書籍です）

アイスブレイクは、会
議などで冒頭にす
る、自己紹介や簡単
ア
なゲームのこと。
イ
ス
アイスブレイクをする
ブ
と、さらに人と人の交
レ
流が活性化されま
イ
す。
ク
教員・司会者・市民
活動団体にお勧め！

人
権
の
絵
本

1

リラックスと集中を一瞬でつくる
アイスブレイクベスト５０

ほんの森出版

2

アイスブレイク入門-こころをほぐす出会いのレッスン

開放出版社

3

アイスブレイク-出会いの仕掛け人になる-

晶文社

4

子どもの意欲を育てるワークショップ型授業50+26

教育同人者

5

アイスブレイキングゲーム-研修で使える頭の体操50

経団連出版

6

みんなのＰＡ系ゲーム

杏林書院

7

学級アイスブレイク

学陽書房

8

クラスを最高の雰囲気にする！
目的別学級ゲーム＆ワーク５０

学級経営

9

エンカウンターで学級が変わる
ショートエクササイズ集

日本図書文化協会

10

エンカウンターで学級が変わる
ショートエクササイズ集（part 2）

日本図書文化協会

11 王さまと王さま

ポット出版

12 わたしはあかねこ

文渓堂

13 たまごちゃん、たびにでる
違いを認め合い、自
己肯定感を育む絵本 14 タンタンタンゴはパパふたり
です。
15 ちいさなあなたへ
大人にお勧め！

ファシリテーターと
は、参加者一人ひと
りを最大限に尊重し
て、場を進行する人
のこと。

イタリア会館出版部
ポット出版
主婦の友社

16 気持ちの本 森田ゆり

童話館出版

17 あしなが

講談社

18 教室はまちがうところだ

子どもの未来社

19 ええところ

学研

20

季刊福祉労働（146）
特集：「共に学ぶ」ための合理的配慮とは

フ
21 障害児が学校へ入ってから
ァ
22 アサーティブトレーニング ＢＯＯＫ 小柳しげ子
シ
リ
23 「多様性トレーニングガイド」 森田ゆり著
テ
｜ 職場・町内会・学校な 24 ミーティングファシリテーション入門
タ どどんな集りでも、必
ファシリテーションの教科書
25
｜ 要な人材。
組織を活性化させるコミュニケーションとリーダーシップ
本
リーダーにお勧め！ 26 ６０分図解トレーニング ロジカルファシリテーション
27 会議ファシリテーションの基本がイチから見につく本
28 実例でよくわかる！人が集まるチラシの作り方
どうしたら、人が集ま
るチラシを作れる
チ か？
豊川共生ネットみらいは、
ラ 分かりやすく書いて この本を読み、右のチラシを
シ あります。
作成することが
作
できました！
り チラシ作り担当者に 申込者が増加しました。
お勧め！

Before

現代書館
メディアクロス
親水社
部落解放人権
研究所
ハンズオンｊ！埼玉
出版部
東洋経済新聞社
PHP研究所
すばる舎
家の光協会

After

愛知県健康福祉部出前講座 2016/11/23 10:00～12:00
12名参加（女8名・男4名） 豊川市勤労福祉会館
講師 加藤佐紀子さん フェミニストカウンセラー
講座に参加できなかった人のための
DV理解講座

幸せオーラを味方につける
夫婦・恋人のカタチ講座

誌上講座

１．幸せオーラ・不幸せオーラってどんなイメージ？
２．不幸せオーラをつれてくるもの
社会【暴力容認・力の支配・経済効率と成果主義】
家庭内【DV・虐待・モラハラ】
職場【パワハラ・セクハラ】

私
ドキドキ ビクビク 怖い
何もできないダメ人間
つらい 逃げられない
誰も助けてくれない
独りぼっち 批判される
比べられる 無視される

囚われ【男らしさ・女らしさ】
支配【特権意識・責任転嫁・強要】

３．相手とはどんな関係？
人の問題と自分の問題を区別しよう！
協力とおせっかいは別！
人とのことより自分のこと！
自分のせいばかりじゃない！
人も世の中もそんな悪いことばかりじゃない！

４．私はわたし！いろんな私・全部で私・大切な私
幸せ感情と不幸せ感情の両方を大切に！
不幸せ感情を幸せ感情に転換する行動が
自分を大切にするための適切な行動！

みらい通信60号 編集後記
◆全ての問合せ先・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
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。

豊川共生ネットみらい

現実逃避をしたくなり、京都へ一人旅♪
ユースホステルに泊まったので、旅好きな
人と話ができました。
一人旅のカナダ人とは英語で話し、
海外旅行をした気分♪
たまった”うみ”が出ていきました。

～2001年設立～
～活動の目的：男女共同参画社会の実現～
～ボランティアで活動する、市民活動団体～
継続して活動するためには、皆さまの ご支援が必要です。
支えて下さる会員やご寄付を募集しております。

会費（入会金 なし）
個人会員・・・2,000円／年
豊川信用金庫 本店営業部 豊川市役所出張所
（普）１４１７１３７
豊川共生ネットみらい 会計 杉浦綾子

みらい事務局よりお知らせ

ラミネーター ご利用できます！

ラミネーター

ラミネートフィルム
Ａ４ サイズ

最大Ａ４ サイズ

みらい会員が寄付してくださいました

◆ 使用料

２０ 円／１枚

今後のラミネートフィルム購入のため、
使用料とさせていただきます

ラミネートフィルム持参の場合は無料です

◆ 保管場所

プリオ豊川

４Ｆ

とよかわボランティア・市民活動センタープリオ
ロッカールーム
「豊川共生ネットみらい」ロッカーの中
ロッカールームに入り右手（一番下 一番手間）
ロッカールームの外に持ち出し禁止

◆ ご利用方法
「プリオ豊川」開館日に来場

是非、ご利用ください！

→保管場所で、ラミネーターを利用
→付属のノートに、使用枚数を記入
→使用料金は、後日、みらい事務局にお渡し下さい

