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201８年度 総会のご報告
2018 年 6 月３日（日）12：15～13：00 やねのにっぽうホール豊川 プリオ 5 階

出 席

総会出席人数
団体 0 個人 15
15

委 任

23

計

38

団体 2 個人 21

会員数：個人会員 73 団体会員 4
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
どんぐりの会
プラクトピア・カフェ

『ＮＰＯ法人化検討』の提案（第７号議案その他）を含め、全ての議案が承認されました。
2018 年度

活動テーマ

において、をい
の

条例ができて１０年目。今一度！
豊川高校生徒会のみなさんによる
豊川男女共同参画推進条例の朗読

豊川市男女共同参画推進条例が施行されて１０年目となりました。
今一度、これまでの１０年を振り返り、次の事業を企画します。
１． 男女がお互いに受容し合えるよう、各事業の充実を図る。
男性の気持ちが社会に引き出されていないことが男女共生の盲点と気付き、２０１８年度
まちづくりカフェ 100 in 豊川のテーマを「男の気持ち～男女のすれ違い～」とする。
２． セクハラ・性暴力の被害者から端を発した「＃MeToo」運動や、2018 年 5 月 16 日に成
立した「政治分野の男女共同参画推進法（候補者男女均等法」などの動きを受けて、
下記①②③に重点を置く。
①「自分はどんなジェンダーによる偏見を持っているか」を自身に問うこと
②「ジェンダーによる偏見」を克服すること
③社会に発信できる言葉を持つこと
３． 行政懇談会の実現 【１０年間の検証と今後】
２０１８年度講座
１．まちづくりカフェ１００in 豊川「男の気持ち～男女のすれ違い」2018/6/3 ﾌﾟﾘｵ 5 階（開催済）
２．男性限定＝働き方・生き方を見直すための講座 2018/9/15 10:00~15:00 ウィズ豊川
３．女性限定＝母と娘はなぜこじれるのか？講座
2018/10/11 10/18 いずれも 10:00~12:00 ウィズ豊川
４．DV 理解講座
2018/11/23 13:30~15:30
５．気持ちトレーニング講座
2018/11/8 10:00~12:00
６．ロジカルシンキング社会人のための伝え方聴きかたのコツ講座 2019/2/23 10:00~16:00
~~~毎月開催
１．女性のための談話室 毎月第 1 金 10:00~12:00 ウィズ豊川
すべて
２．男だけのしゃべり場 毎月第 4 土 15:00~17:00 ﾌﾟﾘｵ 4 階
参加無料
３．みらいカフェテリア 毎月第 3 土 13:30~15:00 ﾌﾟﾘｵ 4 階
講座＝託児あり
４．みらい哲学カフェ
毎月第 3 土 15:00~17:00 ﾌﾟﾘｵ 4 階
５．2019 年度まちづくりカフェ１００in 豊川 実行委員会 17:10~18:40 ﾌﾟﾘｵ 4 階
６．開かれた定例学習会 毎月第 3 木 13:30~15:30 ウィズ豊川
ご挨拶 桑野研吾市民部次長

13:29～13:30
13:30～13:31
13:31～13:37
13:37～13:42

緊急時の注意
開会あいさつ・総合司会
来賓挨拶 市長

13:42～14:43
13:43～14:15

‟げきだんみらい”
（実行委員会で結成） 登場

「テーマ『男の気持ち～男女のすれ違い』
」について 趣旨説明

‟げきだんみらい”による３つのショートコント

14:15～15:30
①14:15～14:40
②14:40～15:05
15:05～15:25
15:25～15:30
15:30～15:45
15:45～16:25

2018 年度

※３つのショートコント（‟げきだんみらい”のオリジナルシナリオ）
①家族旅行 ②訪問ヘルパー ③男が無口になる歴史
開始指示・やり方の説明
百
第 1 部シャッフル 2 回（参加者の入れ替え）
①1 回目 男女別グループ
人
②2 回目 男女混合グループ
大
第２部 全体発表 １回目のグループに戻る
会
アンケート記入
閉会あいさつ
議
連絡事項 （2019 年度実行委員会 6/19 みらい 6 月事業）
会場復帰
交流会会場 4 階視聴覚室へ移動
開始挨拶
交流会

16:25～16:30

閉会挨拶
会場復帰

解散

～ 趣旨説明～
これ迄の男女共同参画運動は、女性が男性社会に、地位向上・社会
進出を求める、一方通行の運動だった。相互理解のためには、男女
が向き合い、互いに気持ちを語り合う、両方向のコミュニケーショ
ンが不可欠。しかし、男性は幼児期より母親から「泣くな！我慢し
なさい」と心の抑圧を強制され、論理を優先し、自分の気持ちが不
明瞭になっている。
女性と気持ちで向き合うには、まず、自分の気持ちを取り戻さなけ
ればならない。それには、相当の時間が必要で、女性には、辛抱強
く待って頂きたい。
男女の違いを理解し、互いの気持ちを語り合い、相互理解を深め、
互いを尊重し合うことは、有史以来数千年を経ているが、未だ成し
遂げられていない大きな問題。 （高橋Ｔ）
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15:45～6:30
プリオ 4 階
視聴覚室

まちづくりカフェ 100in 豊川
参加 36 名（10 代～80 代）
男 19 名 女 17 名
託児 3 名（8 歳・2 歳 11 ヶ月・9 ヶ月）
託児従事：NPO 法人豊川子育てネット 2 名
交流会
参加 18 名（10 代～80 代）
男 9 名女 9 名

１００人大会議の冒頭。３つのショートコントが演じられました。
７名の演技者。豊川高校の生徒さんも参加してくださいました。一応、
『げきだんみらい』と名付けました。
これは、参加の皆さんに共有事例を示し、スムーズな話合いをしてい
ただくためです。
下記、３つのコントの一部しか書かれていません。さて、この後どう
なったか、
『男の気持ち』に思いを馳せて想像してください。

１００人

大会議

３つのショートコント

① 家族旅行 【 】内は心の声
妻： 今度のお盆休みの旅行、どうする？
夫： そうだなぁ、今年は俺の田舎って、どう？
妻： そうねぇ、あなたの田舎って何にもないから、子供たちが思い出作文が書けないのよ。
【出たっ、ゴロゴロしたいってことね。】
夫： そんなことないよ～、かぶと虫とかクワガタとか一杯いるし、川遊びだってできるし。
【行ってしまえば、こっちのもん。】
妻： なに言ってんの～、一昨年も、口ばっかで、全然連れてってくれなかったじゃん！
【姑と兄嫁の機嫌取り、疲れるのよ～！あなたは寝てりゃいいけど。】
夫： それはぁ…。
【覚えてるなぁ～！どうしよう？】
妻： 誠も洋子も、クラスのみんながディズニーランド行くから、行きたいって言ってるよ。
【実家連れてかれるより、絶対まし！】
夫： 夏の炎天下は、熱中症が危ないから、涼しくなってからの方がよくないか？
【今年は猛暑の予報だし、これで何とか！】
・・・・

…・
・
・

② 訪問ヘルパー
父：

ヘルパーか、ありゃいかん！ちょっとしか作りよらんし、俺はいっつも腹一杯ならんで、倒れそうだった。

息子： そりゃ、
「これじゃ足らん」
、言やぁいいのに。
【今年は猛暑の予報だし、これで何とか！】
父：
男がひもじいなんて、そんな体裁の悪いこと言えるかいっ！
それに、大体のヤツは、うまくもまずくもないが、中には、すごいまずいもん、作るのもおる！
息子： ヘルパーステーションに、人、かえてくれって言っていいんだよ。
父：

すぐにかえられんで、もうしばらく同じ人が来るかも知れんし・・・、気まずいから言えんよ。

・
・
・
③ 男が無口になる歴史

先輩：４５歳男 年収１２００万円

後輩：３５歳男 二流企業（年収５００万円）

後輩： 先輩！お元気そうで、仕事も順調そうで何よりです。
先輩： まぁな、お前も脱サラしたいんだって？
後輩： それが、妻が猛反対で。先輩のとこ、うまくいってるみたいなんで、アドバイスをと思いまして。
先輩： バカ！俺んとこ、一回別れてんの、知ってんだろ？
泣きわめくわ、子供道連れに自殺するっておどすわ、大変だったんだから。
後輩： へぇ～、そうだったんすか！
先輩： そうよ！
何とか、なだめすかして、開業にこぎつけたのはいいが、そんな簡単に黒字化できないところに、
実家から、もろてをあげて「帰ってこい」だろ。
ある日、オイルまみれで帰ったら、書き置き一つで、服やら子供のオモチャやら、なぁ～んもない…。
後輩： そんなぁ！
先輩： 妻のはともかく、子供の物が全部なくなってるのは、力が抜けて立てなくなるぞ。
後輩： でも、結局は、もとさやにおさまったじゃないっすか。
先輩： あのなぁ、打算だよ、だぁさぁんっ！

・
・
・

１００人

大会議
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ぶ
男性だけのグループ

山脇実豊川市長
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箱の中のどれが、男性の意見？女性の意見？ ジェンダー【男らしさ・女らしさのこだわり】が見えますか？

男の気持ちは、よくわ この話し合いの進行は、男性 男女問わず、自分の弱いとこ
からない。
だった。
「男の気持ち」の説 ろは、言葉にできないことが
明は、分かりやすかった。
ある。
意見を言う時、お互い 男性は気持ちを思ってても
若い人は、自分の弱い所を言
妥協して話すことが必 言えないのね。男性は、分か える。年をとると、自分の弱
要。
りにくいな～と思いました。 い所が言えない。

男性は、先を見据えて話してい
るのでは？
女性は、話しやすい雰囲気にし
てるのでは？

男女がお互いを分かり
合おうとするのが大
事。
気持ちを発して、歩み
寄るのが近道。

人生７０年を生きてきた。
人間、みんな違う。
相手のこと、ちゃんと思いやっ
て、難しい環境にしたくない。

私は、年齢にして大人になれ
ていない。だから参加した。
男女でなく、強い立場の人に
対し、弱い立場の人は黙る。
自分が偉そうにして、下の子
を押さえつけたくないと思
った。
話し合わなければ、分 男性は、相手の気持ちを考え 知人に誘われて、さくっと来
からないと思いまし て言う。
た。
た。
女性は、相手の気持ちを考え 勉強になった。
ないで言う。
良かった。
お互い、相手のことをおもん
ばかって話せるとよい。
男女で服を買いに行っ
た時、女性は、帽子や
靴売り場を見る。
ここで男性の気持ちを
代弁します。
「早く帰り
たい」オーラを出して
いるのです。でも妻に
言えない。よろしく理
解してほしい

男でも、いろんな人いる。
女も、いろんな人いる。
男女問わず、ここはいろんな
世代がいる。
いろんな話が聞けて、いい
な。

時代によって、男女は違う。
セクハラ、パワハラ・・・
男女が密接に関わってくる。
言いたいことは、男女は決定的
に違う。
男女がお互い、どこまで理解で
きるか？永遠のテーマ。
男女のすれちがいがないと 男の気持ち、男のジェンダ 男は、理論的でロマン、
つまらない。
ー、時代によって違う。
女は、感情的で現実的、
ある意味、すれ違いは必要と
共に分かり合いたい。
思う。
女・・・ありがとうの心があ
る。
男・・・きれいごとしか言え
ない。
本音を言えない。

交流会（15:45～１６：３０

ﾌﾟﾘｵ４階視聴覚室 参加１８名）

ここでは、自由な語り合い。
「男女は根本的にちがうけど、尊敬しあおう」
「自分の今置かれている立場、幸せ」
「無駄なこだ
わりと必要なこだわり」
・・・・・、話しは尽きませんでした。予定時間が大幅に過ぎてもまだ話し
足りず、結局、流れ解散となり、最後の一団の帰宅は 7 時過ぎていました。初対面でも、結構気後
れなく突っ込んだ話ができるものだと感心した次第。この居心地の良さは前段階の「男の気持ち～
男女のすれ違い～」で打ち解けることが、できたからではないでしょうか。

こだわり。

おすすめ

ＢＯＯＫ

俺 つしま
著作者 おぷうのきょうだい

小学館 ￥1000
カラーです
つしま、かわいいです

最近、とても話題になってるマンガです。
ＳＮＳで人気を集めたマンガが書籍化され
ました。
おじいちゃんと猫つしま、を中心に日常の猫
あるあるな話が満載です。
猫と、おじいちゃんの関係が笑えます。
ちょっぴりホロリとする話もあります。
猫たちにとって、おじいちゃんは人間の老人
に見えるのですが、実は女性です。
猫さんたちのリアルな表情が素晴らしいで
す。よくとらえてます。
しぐさが、なんともカワイイです。

人間に心を開かない、
やさぐれ猫の集団

是非、読んでみてください。
おすすめですよ（＾＾）

『

やさぐれ会 』

猫目線な会話が面白いです。

❦おすすめ映画❦

『キルトに綴る愛』
ウィノナ・ライダー演じる主人公フィン（女性）は修士論文を作成中だが、完成に近づ
くと別のテーマの方がよくなってやめてしまう。同時に同棲中の彼にプロポーズされる
が返事を迷っている。
一方、彼女の祖母とその仲間たちは、フィンのためにみんなでウェディングキルトの作
成を始める。
キルトのテーマは「愛の住む処」
。
フィンは、夏を祖母のところで過ごす間に、キルトに縫い込められていく老女たちの愛
の話に耳を傾ける・・・・・
1995 年アメリカ製作、主要スタッフ・キャストが女性で占められる、この映画を映画
館で見たのか、それともビデオだったか DVD か、もう覚えてはいないくらいだが、女
性たちのつながりを描いた、とても温かくいい映画だったとの印象だった。
それからもう 23 年もたち、この紹介文を書くために、再度鑑賞してみた。その記憶は
裏切られることなく、そして改めて主人公のフィンはその頃の自分と同じ年頃だったこ
とに気が付いた。
26 歳の私はきっとフィンを羨ましいと思ったはずだ。祖母やその仲間たちとの世代を
超えた心のつながり、自分を支えて前へ進ませてくれるものを。
フィンの修士論文は、
「どの文化にも女性の手仕事がある」から始まる。
キルトのような手仕事を通じて、女性たちは集まり、助け合って生きてきた。そしてそ
の仕事と自分の生き方を子孫へ伝えてきたのだ。
フィンの母親くらいの年齢に至った私は、残念ながら伝えるべき手仕事を持たない。そ
れでも、何故か昔よりもっと繋がりを必要としている。そして、羨むだけではなく、自
分で作り出すために与えるために何かをしていきたいと思う。人々との、世界との繋が
りを自分で感じるために、前に進むために。

（川上）

『候補者男女均等法』について

社会の動き

議会選挙で男女の候補者数をできる限り ‟均等” にするよう、政党に努力を促す「政治分野にお
ける男女共同参画推進法」
（候補者男女均等法）は、超党派議員連盟の主導で提案され、5 月 16 日、
参院本会議で全会一致で可決、成立しました。
2019 年 4 月の統一地方選、7 月の参議院選で各政党の姿勢が問われます。
振り返れば、1979 年国連で女性差別撤廃条約が採択され、1985 年に日本は批准しました。それ以
降、日本では男女平等に向けて様々な法律を成立しました。
1984

国籍法・戸籍法改正 （父系血統主義から父母血統主義へ）

1985

男女雇用機会均等法

1985

労働者派遣法（のち 2015 年まで 5 回改正）

1991

育児休業法（のち 1995 年、育児介護休業法となり、2017 年まで 5 回改正）
男女共同参画社会基本法
中学校で家庭科男女必修化
1994
高校で家庭科男女必修化
ストーカー規制法
DV 防止法（のち 2004、2008、2014、改正）
女性活躍推進法
働き方改革関連法
政治分野における男女共同参画推進法（候補者男女均等法）

1991
1993
2000
2001
2015
2018
2018

□内の法律は私たちの意識を変えていきます。これ以外、ここ 2・3 年、性的少数者（LGBT）の方
の人権を重視し「パートナーシップ推進条例」を施行した地方自治体が出てきています。
ただ、「4 人以上産んだ女性を国で表彰しよう」「ママがいいに決まってる」「「セクハラ罪はない」
「産まないほうが幸せは勝手な考え」「子供をつくらない性的少数者（LGBT）は生産性がない」
「性
加害者の男性の前で酔って記憶をなくした点で女として落ち度がある」等々の政治家の発言。
「仮に候
補者選定の時に政治家として 100 点の資質をもつ男性と、60 点の女性が候補だったとして、男女比
均等のために 60 点の女性候補を選ばざるをえなくなるのなら、それはあまりにも国益に反する行為」
とは、若手女性議員の声。
対等な関係で意見交換し男女共同参画社会を推進するには、まだまだ時間がかかりそうな予感です。
草の根的な活動を重ねていけば、少々時間はかかりますが、私たち一人ひとりが大きな力となって、
きっと、男女共同参画の実が結ばれることでしょう。これが豊川共生ネットみらいの願いです。とに
もかくにも、来年 2019 年の選挙は目が離せません。
・・・・・・・・・・・・・・・・
男女共同参画社会基本法施行により、各自治体は基本計画作成が求められ、豊川市では 2001 年「と
よかわ男女共同参画プラン」を策定。因みに、その策定審議に関わった、豊川にじの会（現プラクトピ
ア・カフェ）
・プランの会・ライツ＆アイが核となって、豊川男女共生ネットみらい（2007 年豊川共
生ネットみらいに改名）を設立しました。
その後、豊川共生ネットみらいは、2009 年施行された『豊川市男女共同参画推進条例』の策定審議
に関わりました。豊川共生ネットみらい内で他自治体の条例や豊川市の現状の勉強会を行い、審議会
に団体として提言しました。
2018 年度は、
『豊川市男女共同参画推進条例』施行から 10 年目。2018 度テーマに「条例ができて
10 年目。今一度！』を掲げ、豊川市のその後を通して豊川共生ネットみらいの課題を見つけます。

プラクトピア・カフェ
☆プラクトピア・カフェの前身は、女性史を学習していた「豊川にじの会」
（1995 年発足）です。
☆豊川にじの会の活動 1.輪読会
『日本女性の歴史３巻（おんなのはたらき、性・愛・家族、文化と思想）
』
（総合女性史研究会編 角川選書）
1995～1999
２．
「にじの大学」様々なジャンルの市民講師の講座
2000～2007
☆その後、プラクトピア・カフェと名称変更 2005 年施行の文字活字文化振興法に着目し、３００文字文芸の普及をめざす。
☆プラクトピア・カフェの活動
現在：会員 7 名
2008～現在
１．例会
毎月第 2 金 9:30～12:00 豊川市中央図書館 2 階ボランティア室
① ３００文字文芸の学習
② 情報交換
③ 読書
④ その他
２．プラクトピア・カフェ文学賞、2008 年創設。 2018 年度は第 11 回
☆会員、募集！！
話すこと・書くこと・聴くこと・読むことから、人とふれあう楽しみ、ありますよ！
☆プラクトピア・カフェ文学賞は毎年９０作品余の応募があります。第 11 回に、是非ご応募を！

第 １ １

回

プラクトピア・カフェ 文学賞
募集要項
募集作品

題材テーマ
応募資格
応募締切
応募方法

原稿送付先
賞
選考委員

表彰式

自作未発表の 300 文字の作品（小説・詩・随筆・評論などジャンルは問わず）
・句読点を含む文字数 300 文字以内（空きは含まない）
・300 文字を超えることなく、且つ極力 300 文字に近づくよう工夫し、
改行も効果的に行なうこと
・題名・氏名（ペンネームも可）は文字数に含まない。
・応募作品数に制限なし
自由
特に問わず
２０１８年８月３１日（金）必着
手書き原稿・ワープロ原稿いずれも可 ≪ただし、原稿の返却はしません。≫
原稿の裏面に下記を明記
・文字数・住所・電話番号・氏名（本名とペンネーム）
・年齢・性別
・職業（学校名・学年）
プラクトピア・カフェ事務局（川本）
〒441-1202 豊川市上長山町西水神平 77
℡０５３３－９３－２６１６
最優秀賞（1 点）
奨励賞 （2 点）
佳作（数点）
作家 川又千秋氏
（３００文字小説提唱者 中日新聞サンデー版『３００文字小説』監修）
プラクトピア・カフェ会員

１０月２6 日(金）

・・・・・・主催：プラクトピア・カフェ

編集後記

応募作品の掲載冊子を配布
後援：豊川市 豊川市教育委員会 中日新聞・・・・・・

7 月に入ってから、最高気温 35 度越え続く。酷暑・猛暑・劇暑・大暑・炎暑・厳暑・・・
こう書くだけで、こたえます。 ヘトヘト・ヨレヨレ・クタクタ・ズタズタ・ボロボロ・・・
実感です。まだまだ続く夏。熱中症にはくれぐれもご用心を！

寄付を頂いたご報告
「イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン」

イオン豊川店様より

13,400円相当の

2018年4月

●コピー用紙
●文具
●インク

マックスバリュ
豊川八幡店様より

4,200円相当の

2018年6月

●コピー用紙
●ふせん
を

頂きました

豊川共生ネットみらいの活動で
大切に使用いたします
心よりお礼申し上げます
「毎月11日のイオンデー」に
「イオン豊川店」または「マックスバリュ豊川八幡店」でお買い物をされるこ
とがありましたら、精算時にレジで受け取る黄色いレシートを、
「豊川共生ネットみらい」のボックスへ投函していただけると幸いです。

◆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

～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～

投稿記事 募集！
この「みらい通信」は、皆様から投稿を
募集しています。
日々の生活で感じたこと、俳句、など
なんでもＯＫ． お待ちしています！

会費（入会金 なし）
個人会員・・・2,000円／年
団体会員・・・3,000円／年

豊川信用金庫 本店営業部 豊川市役所出張所
継続して活動するために、皆さまのご支援が必要です。 （普）１４１７１３７
豊川共生ネットみらい 会計 杉浦綾子
支えて下さる会員やご寄付を募集しております。

