問合せ・連絡先
豊川共生ネットみらい事務局
２０１７・８・２

TEL・FAX 0533-87-2564

みらい通信

NO.６１

ホームページ http://mirai.net.cn
ﾒｰﾙ mirai2001kara@gmail.com

2017 年度

総会のご報告

2017 年 6 月 4 日（日）12：30～13：00 やねのにっぽう豊川ホール プリオ 5 階

総会出席人数
出 席

20

団体 2 個人 18

委 任

23

団体 0 個人 23

計

43

総会員数：個人会員 50 団体会員 4
個人会員 64 名

総会成立★過半数 27 人以上

団体会員 4 団体
豊川商工会議所女性会 豊川ビジョンリサーチ

2016 年度 テーマへの取り組み

どんぐりの会

～心を豊かにする切り口、男女共同参画！～

プラクトピア・カフェ

★ アライ（ＬＧＢＴ理解者）として「ＬＧＢＴ

すべての議案が承認されました

フレンドリー宣言」をしました。（ＬＧＢＴに対
する不当な差別を行わずＬＧＢＴの人が暮らし
やすい地域づくりや職場環境づくりへの貢献を
表明する宣言）
★ みらいカフェテリアを立ち上げ。

おおらかな社会が強く求められていることを理
解し、まちづくりカフェ 100in 豊川実行委員会は
老若男女がそれぞれの個性を発揮し偏見なく自
由に語り合う場として月 1 回ペースで開催。
人権交通防犯課
吉田課長補佐
ご挨拶

★ アイスブレイク会を開催
赤い羽根共同募金助成事業の助成金で購入した
書籍（会で使用した 28 冊）を豊川市社会福祉協
議会に寄付。
★ 2016 年 4 月施行、障害者差別解消法を受け、障

2017 年 テーマ

～自分らしく活躍する、
男女共同参画社会の推進～
私たち

豊川共生ネットみらい

が女性や男性など

の差別意識に捕らわれず自由な視点で未来を切り開
きます！

害のある方の積極的参加を促す支援態勢をとっ
ています。
★ ファミリーフレンドリー企業の企業名記載
ジェンダー意識からの解放をめざしての講座。
講座のちらしに趣旨に賛同した FF 企業名記載。

2017 年度

まちづくりカフェ 100 ｉｎ

豊川

『女性の活躍で何が変わるの？』
愛知県副知事 堀井奈津子さん 基調講演
2017・6・4（日）13：00～16：00
プリオ 5 階 やねのにっぽうホール豊川 参加人数 48 人

後援
愛知県教育委員会、豊川市、
豊川市社会福祉協議会、
豊川市教育委員会、

「女性活躍」に関するテーマを、3 つに分けて過去のデ
ータや日本の将来を分析したグラフで説明し、分かりや
すく話して下さった。

★ 日本の状況・人口の減少
データは、この数十年さほど変化なしと
いう現実。創生本部は国をあげて取り組

★ 結婚・出産・子育て・労働・介護
★ 女性の活躍促進に本気で取り組むと、
何が変わるのか？

んでいく。
まず、地域の現状分析をし課題をみつけ
る。地域の強みをさがす。
「地域作り」→「女性の活性化」→
「いろんなカタチで活性化」

【本気で取り組むと何がかわるか】
◆ 企業・・出産育児の両立の意識改革、男性も
含めた働き方。
◆ 地域・・知恵をしぼる。ひとりひとりの意識
改革。時間をかけて取り組む。
◆ 個人・・本気で取り組むと女も男も暮らしやす
なる。地域の魅力。

女性問題は男性問題。
自分の目指すべきことを実現
してゆくと人生が豊かになり、
結果、

女性が活躍促進は、日本全体から観た視点と、
男性の長時間労働の見直し。
仕事と家庭の両立は女性だけの問題ではなく、
男性にとっても大事な問題。全体の改善が必要。

地域・町・日本がかわってゆく。

山脇実市長 ご挨拶
衆議院議員 今枝宗一郎氏

ご挨拶

鈴木克昌氏、ご来場
両氏より祝電もいただきました

まちづくりカフェ 100in 豊川を機に
「女性の活躍」促進宣言」をしました！
No814 http://www.pref.aichi.jp/danjo/jokatsu/advance/

『 宣言します
1 豊川共生ネットみらいは、女性も男性も
能力を発揮し十分に活躍できる、男女共同参画
社会の環境づくりを目指します。
2

豊川共生ネットみらいは、
誰もが自己成長できる場を目指します。

』

100 人大会議
全参加者が 4 人グループで、1 時間の話し合い。
堀井副知事は基調講演後、グループに加わって下さった

・すっきりした、また参加したい。
・副知事さんに、もっと意見を交わしていた

感 想 （皆様の想いが感じます）
・女性が活躍できる場が広がれば、もっといろんな
視線から観る事ができる。

・女性の活躍がいかに難しいか…まだまだ男性社会
だと感じる。
・豊川高校の生徒さんと話すことができ、とてもよか
った。いろんな社会のひずみの根底に人間関係があ
るとの指摘にはびっくりした。

だきたかった。
・講師の話を聴くだけでなく、話し合える場
があって
よかった。だって主役は市民。

こんなご意見もあります
・時間不足、テーマが漠然としている。
・意見交換の時間がもっとほしかった。

副知事へのメッセージ
・男性がパートで働きやすい社会が女性の

みんなの願いや思

雇用時間増になるのでは？

いが、いっぱいだ

・もっと県内で女性が集まる会を作って、交流

にゃ！

の場を配信してほしい。
・愛知県内に女性が残るには、当事者の意見が
県民にわかりやす県政を！
・企業・公務員（官公庁）は開発されていくけ
ど一般の労働者の意識改革をどのようにし
ていくか真剣に取り組んでほしい。

・数十年前とさほど変化がなしというデータ
さもあらんと思いました。副知事の個人的
な人生観・社会観を伺いたかった。夢を語る
人から学びたいと思っています。
・女性男性をいつも対にして考え「女性の活躍
促進」をしていただきたいと思います。

2017 年度のテーマ

～自分らしく活躍する、男女共同参画社会の推進！～
2017 年度も講座・交流会・相談室など盛りだくさん！
お気軽にご参加ください、お待ちしてます。

8/26（土）10：00～16：00

★ 男性限定講座

働き方・生き方を見直すための講座

★ 女性限定講座

人の言葉や目に振り回されないコツ講座
10/19（木）10：00～12：00、10/26（木）10：00～12：00
ＤＶの基礎知識を学び、理解を深める 11/23（木）13：30～15：30

★ ＤＶ理解講座

★ 豊川市パートナーシップ推進出前講座

気持ちトレーニング講座

こころが軽くなる人間関係つくり

★ ロジカルシンキング講座
社会人のための伝え方・聴き方のコツ講座
◆ 男だけのしゃべり場

2/17（土）10：00～16：00

余分なプライド・殻を捨て人間的成長の場
毎月第 4（土）15：00～ プリオ 4 階

◆ みらいカフェテリア

新規事業！ 誰もが安心して話し合いができる場所
毎月第 3（土）15：30～ プリオ 4 階

♪ 市長とランチ
♪ 開かれた定例学習会

市長と男女共同参画に関する、ざっくばらんな話し合い 年に 1 回程度
会員と会員外の参加、学習を通じての交流会と情報交換
毎月第 3（木）13：30～ ウィズ豊川

♪ 女性のための談話室
♪ 面接相談

自分で選択して自分らしくいきる
毎月第 1（金）10：30～11：30

毎月第 1（金）10：00～12：00

交流会（100 人大会議後、話し合いの場を設定しました）
16：15～17：30 参加者 20 人 4 階

視聴覚室

第 1 グループ（ジェンダーを中心に意見交換）

女性が男性より腕

・外国男性と日本の男性とくらべると、女性に対する意識がちがう。

力が強か った ら歴

・根底に染みついている。

史 が 変 わ って い た

・仕事では、働きのよくない人を切ってしまう（男女にとっての問題）

かも？

・現実的には仕事は生活のため。

・働きたくても働けない。
・日本の給与は差別が好き（男性より女性の給与が基本的に低い）

男性は精神的に強くないか

・家事は、お金では換算されないため家事が労働と認識されない。

ら、強くなければならない。

・家事の評価が低い。

弱さをみせれない。

・昔は女性は学校に行かせてくれなかった。

根本的に女性は強い。

・女性は社会に出ないもの。
・歴史まで遡る、根深い。
男女を比べることが間違いかも。生き物がちがう。
一緒にしようとするから無理がある。
受け入れないから差別がある。お互いの寛容、その人を認める。

愛

→

受け入れる

まずは自己の成長が大切。認め合うと差別がなくなり世の中がかわる。

第 2 グループ（高校生の視点が興味深かったようです）
・女性は求められることが多すぎる。

このように話し合え

・
「なんで再就職しにくいの？」高校生の疑問。

る場があること知ら

・自分のいなかった人間関係に入りこめないから？
・輪の中に入れてくれないのでは？という不安が社会全体にある？

なかった。立場・環境

に関係なく話し合い
ができる

・私は発達障害の子がいる。
「発達障害の理解」の話し合いを、みらいで
開いてほしい。
・何も知らないと偏見を感じてしまう。
・まずは知ること。当事者に合うこと。当事者と話すこと。
・当事者が話さないと他人は理解できない。

学校内だけでなく、
外に出ていくべき

大人の私は高校生の意見が聴けて良かった。
まっさらな気持ちで話し合いが出来そう。
ボランティアとか「場がある」ことを、みらいが発信するのが大事。

2017年度 まちづくりカフェ100in豊川 の決算報告です。
収入の部
項

目

有料広告
寄附

支出の部
金額

摘

要

0

目

講師料

金額

摘

16,945

6,180
会場費

7,725
1,545

◆ 演台の花、ゲストへの軽食・茶菓子は、
会員が無料提供してくださいました。
編集後記
2017年まちづくりカフェ100ｉｎ豊川
『女性の活躍で何がかわるの？』
を終え、ふと感じたことがありました。
女性は「家庭と仕事の両立」と言わ
れますが、男性に「両立」とは聞い
たことがないのでは？
男性が働き方を選べるような社会に
なれば女性が社会での立ち位置も
変わり、お互いに仕事・子育て・生き
方などについて話合い歩み寄れる
世の中になれたらなぁ……と思いまし
た。

要

0

3,421 当日、会場内の寄附箱

みらい一般会計 13,524

合 計

項

まちづくりカフェ：催事場1、催事場2
1030円×6時間×2室×0.5（減免5割）
託児：催事場3
1030円×3時間×0.5（減免5割）
用紙代

消耗品費

イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン

0

でイオン豊川店様よりコピー用紙を贈呈
されました。
カラーコピー料

事務費

600

20枚×30円
しおり作成のため

通信費

託児費

5,520
3,100

60通×92円

3,000

3ｈ×1人×単価1,000円
託児委託：（特非）とよかわ子育てネット

100 託児注意事項 郵送費 100合 計

16,945
金 額（単価：円）

～～☆～～☆～～☆～～☆～～☆～～☆～～☆～～☆～～☆～～☆～～☆～～☆～～☆～～☆～～☆～～☆～～
素敵な記事を会員さんが、
みつけてくれました。
中日新聞 7/5（水）朝刊

人は年齢に関係な
く、
いくつになっても
友達ができるにゃ。
外に出ていこう

おすすめＢＯＯＫ
ブッダ ①～⑦巻
手塚治虫

¥950（手塚治虫文庫全集）

今回は、有名な手塚治虫の『ブッダ』を会員より紹
介させていただきます。
★

考えるヒント！
『

人はなぜ苦しむのだろう
なぜ人は生きるのだろう

紀元前 6 世紀ごろ、現在のネパールに位置するカ

なぜこんな世界があるのだろう

ピラバストウという小さな国の王子として生まれ

なぜ宇宙はこんな世界を作った

たシッダルタ（後のブッダ）は幼少期から思い悩み

のだろう

』ブッダ①より

ます。
王子の身分を捨て、サモン（僧）になり苦行の道に
入ります。様々な苦行の中での悟り。瞑想の中で、
さらなる大きな悟りを得てブッダ（真理にめざめた
人・目覚めた人）の物語。

この本を読んで感じたことは、人の
苦しみ、生きる物すべての命の重み、
生きることとは、死とは…
改めて人間・生き物としての原点

★ 物語は手塚治虫らしい個性的な架空の登場人物と
実在した人物との絶妙なからみが面白く、セリフ
は全て現代の言葉なので読みやすく理解しやすい
と思います。

「お前の敵は、お前
自身なのだ

ダイバ

ダッタよ…」ブッダ
名言より

に戻り考えさせられる物語だと思い
ます。是非読んでみてください！

