豊川共生ネットみらい 男女共同参画社会の推進

２０１９・２・２０

みらい通信

NO.６４

問合せ・連絡先
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【開催】市民協働推進事業
『一度しかない人生、思い切り輝く』
豊川市市民協働推進事業補助金を受けて豊川ライオンズクラブ
（彦坂千津子会長）と協働で開催。豊川ライオンズクラブは
‟55 周年記念事業”として取り組みました。双方集まり、テー
マ検討などの協議会を 6 回行いました。
豊川市市民部・鈴木敏彰部長、ライオンズクラブ国際協会 334A
地区・浜島清美会長よりご挨拶をいただきました。

★女性の社会的活躍について（アンケートより）

2018/12/9 豊川商工会議所 AB ホール
参加 130 余名

豊川共生ネットみ
らいは、第二部のパ
ネルディスカッシ
ョン「女性が社会進
出して社会は変っ
た？」を担当しまし
た。
左記、アンケート
★「男女共同参画社会」という言葉を知っていますか。
（アンケートより）

からの抜粋の通り、
女性の社会的活躍
について全面的に
賛成が多数という
心強い結果ととも
に、市民の男女共同
参画に対する意識
の高さを知ること
ができました。
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第一部

「音楽の愛に助けられ」 担当：豊川ライオンズクラブ

山本さんの生徒さん達によるヴァイオリン演奏

ヴァイオリン演奏：山本美華さん
ピアノ伴奏
：石川真帆さん

山本さんは音楽史の中で浮かばれなかっ
た、女性作曲家を紹介しながら、彼女た
ちの曲を演奏してくださいました。
女性が弦楽器を演奏できない時代があっ
たなど、音楽史における女性差別に関す
る逸話もありました。
プログラムの作曲家紹介（右）の文章も
山本さんが作成してくださいました。
今後も隠れた女性作曲家の発掘とその曲
の演奏活動を、ピアノ伴奏の石川さんと
共に続けられるそうです。

アンケートより
・ヴァイオリンとピアノの音色がとてもよかった。

・山本美華さんの演奏、良かった。

・お話もわかりやすくて、作曲家のことが学べてよかった。 ・最後の曲はとてもすばらしかったです。
・美華さんのいろいろな音楽の話は、また聞きたいです。機会も作ってください。
・定期的に演奏会を開催してほしい。子どもさん、がんばってください。
・演奏者と参加者の距離が近かったことと山本さんが興味深いお話を演奏の合間に挟んでくださったことで、
音楽がとても身近に感じられ楽しむことができました。選曲、とてもよかったです。
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第二部「女性が社会進出して社会は変わった？」

担当:豊川共生ネットみらい

パネリスト（左から）
ひまわり農業協同組合 専務理事
豊川信用金庫 経営企画部長
ヴァイオリン演奏家
豊川高校 2 年生
豊川高校 2 年生

今泉秀哉さん
曽田光子さん
山本美華さん
天野佑心さん
岩瀬楓さん

豊川共生ネットみらい

高橋昌弘さん

今泉さん：JA グリーンセンターは女性活躍の場。出店は女性に限り、売上金は女性名義の通帳に振り込まれる。
曽田さん：入行当時ほとんどの女性は結婚退職。雇用機会均等法で育児介護休とれるようになり、現在女性役職行員
50 名。同業に比べて女性活躍。女性だからではなく自分ができることをしっかり行うことが肝要。
山本さん：女性総合として商社勤務 18 年。就職 3 年目のウラジオストック担当を機に海外勤務。管理部門勤務時には
女性の下支えで会社が成り立っていると実感できた。在仏 3 年間では男女平等が根付いているフランスの
市民生活を覗き日本との違いを感じた。
天野さん：男女共同参画に必要なのは、男女でなく人間の枠で捉える【想像力】と【絶対的笑い】
。ベートーベンの『第
九合唱❝歓喜の歌❞』
（なかにし礼訳詞）に感じられる。
岩瀬さん：男は女をもらう側、女は男にもらわれる側として育てられた。これでは、女はかわいそう。家庭に入るこ
とが社会から出ていくことと察せられる、
『社会復帰』という言葉には抵抗がある。大人になったら、社会
貢献したい。
高橋さん：男女共同参画社会をフェアな社会と考える。法ができれば終わりではない。豊川共生ネットみらいは、自
分の男女のしばり（ジェンダー）を反芻し訂正しながら、社会発信している。

アンケートより
・子供心ながらに男女の格差を感じていたが、社会が変わっていることは実感できた。一家庭という単位から男とし
て女としての意識が植えつけられることに気づけた。
「多様性」を大事にしていきたい。
・すごく良いディスカッションだと思います。 是非続けてください。
・パネリストの方のそれぞれの立場の意見が聞けて、とても良かった。高校生がとてもしっかりした意見を持ってい
て驚きました。
・60 分で 6 人のディスカッションは無茶です。3 人の対談でしょう。
・今日のパネリストで男女の高校生の意見を聞き、教育の効果が表れてきているなと思いました。もう少し時間がほ
しい。
・大変参考になりました。多様性を持つことが大切。寛容な心と利他でしょうか。
・私たちの子育てのころと思うと、今の若い人は共同して子育てをしていると思う。
・高校生の堂々と意見を言う姿に将来に希望が持てそうだと思いました。同時に高校生が社会に出て失望しないよう
にするのが、大人の役目だと強く思いました。
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おすすめ
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犬と猫どっちも飼ってると
毎日たのしい
松本ひで吉 作

講談社

天真爛漫な天使な
犬君、めっちゃ、
かわいいです！
愛くるしいけど
笑えます！

ツイッターで大人気の漫画が書籍になりました！
松本ひで吉さんが飼っている、犬君と猫君とひで吉さんの
チョットした日常を描いた作品です。
魔王みたいで、
ツンデレな猫君。
そんな猫君ですが
愛らしく可愛いところが
いっぱいあるんです
やっぱり笑えます！

犬と猫、両方を飼ったことがある方なら『あるある！』な
出来事が満載です。
ひで吉さんのリアクションも面白く、ホロリとする場面も
あり犬猫好きには、おすすめです。

犬君と猫君のギャップが笑える！
是非、読んでみてください！

市民協働推進事業補助金で、豊川共生ネットみらいの紹介リーフレットを作成しました。
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【山本美華さんの音楽会の案内】

音で描く鳥獣戯画
来る 4 月 14 日(日)、名古屋の栄
にある「アーク栄サロンホール」
にて動物や昆虫などテーマに作
曲された曲をとりあげたコンサ
ート開催いたします。
「鳥獣戯画」
とさせていただきましたように、
動物そのものを表現するという
よりも、生き物の姿を借りて人間
をちょっと辛口に表現、遊び心に
溢れた演目となっています。特
に、今回演奏予定のサン＝サーン
ス作曲の動物の謝肉祭は、
「白鳥」
がとても有名ですが、ウィットに
富んだ人間模様を描きだした作
品です。当時流行っていた他の作
曲家のフレーズをもじってみた
り、自分の作品もちょっと織り交
ぜてみて「化石」
（時代遅れ）と
つけてみたり。あまりにも辛口す
ぎて、サン=サーンスは生前には
白鳥を除いて絶対に公には発表
しなかったほどです。フランスの
喜劇俳優でありコント作家、劇作
家、作詞作曲家というフランシ
ス・ブランシュの書いた「動物の
謝肉祭」をベースに、名古屋での
公演ということで、ナレーション
は名古屋東山動物園バージョ
ン！子供さんから大人まで、多く
の方々に楽しんでいただける演
目です！ぜひご来場くださいま
せ！
( チケットお問い合わせ 山本
090-6647-9470 まで)

編集後記
みらい通信 64 号の眼玉は、豊川ライオンズクラブとの市民協働推進事業です。
豊川共生ネットみらいにとって、共に企画運営をした団体は豊川ライオンズクラブが、創立以来初めてです。音楽
会は、豊川ラインズクラブの発想であり、みらいとしては思いもよらぬものでした。そのおかげで、後半のパネルデ
ッションも含めて男女共同参画推進に見合った大変有意義な会となりました。今回、参加くださった豊川高校生徒会
の皆様は、2005 年から毎年、オブザーバーとして総会に出席した後、
「わいわい語ろう【2015 年「まちづくりカフ
ェ 100in 豊川（市民 100 人大会議）に名称変更】
」にも参加し、若い息吹を吹き込んで下さっています。
豊川共生ネットみらいは、ネットワークを大切にして独りよがりにならないように活動したいものです。
投稿記事 募集！
あなたのおすすめ、紹介してください
本、映画、音楽、グッズ、料理、お店、旅、スポーツ、TV・・・
こんな話、お寄せください。
あっと驚いた話、おもしろい話、新情報・・・
あなたの考えた事、お寄せ下さい。
物申したい事、ジェンダーに関する事、文芸、漫画、イラスト・・・

問合せ先・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
℡・Fax 05338872564
メールアドレス mirai2001kara@gmail.com
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代表 彦坂千津子さん
男女共同参画推進活動者として
大村秀章愛知県知事より表彰される！
【２０１８・１０・４ ウィル愛知にて】

1995 年(平成 7 年)
愛知県女性海外派遣団の団員として、第 5 回世界女性会議(北京会議)NGO フォーラム視察。
2001 年（平成 13 年）5 月 ～ 平成 19 年 3 月

豊川男女共生ネットみらい会長

2005 年(平成 17 年)
豊川商工会議所女性会の独自事業として海外経済視察を実施。タイ王国チェンマイ県の女性経済団体との
交流、意見交換会を主催し、海外における女性経営者の活動の現状を視察し、双方の会員同士が理解を深
める機会を提供した。
2007 年（平成 19 年）4 月 ～ 現在

豊川共生ネットみらい代表

2016 年(平成 28 年)
豊川共生ネットみらいが豊川市に提言した「HUG ゲーム(避難所運営ゲーム)」を、ライオンズクラブ国際協
会 334-A 地区 FWT(ﾌｧﾐﾘｰｳｰﾏﾝﾁｰﾑ)委員として、当地区での実施を提唱。第一回は平成 28 年 2 月に豊川消
防署に於いて行政担当課の協力を得て実施した。以後、地区内の豊橋市、田原市と場所を移して毎年実施
され、3 年にわたって継続事業となり、多くの人に体験していただいた。
2012 年（平成 24 年）～現在
タイ王国チェンライ県 P&P KOMEYA Co. Ltd.の代表取締役に就任。
前身は、KOMEYA Co. Ltd. 創業は 1999 年、2012 年組織変更。
就任当初、赤字経営であったが 3 年経過後黒字に転換、以後小規模ながら黒字決算を継続し、着実に売り
上げは伸びつつある。
業務内容は、日本米の栽培、精米、生産品のタイ国内向け販売である。
タイの中でも貧困率が高い山岳少数民族が多数生活するチェンライ県で、山岳民族を雇用する企業は多く
ない。彼らの識字率の低さや、文化的背景にもその原因はあるかもしれないが、彼らの貧しさは想像以上
のものがある。
そんな苦境にある少数民族や、地方に住むタイ人のために、現地に在って僅かながらでも継続して雇用の
機会を提供することが出来る日本人経営の会社（法人）になれたら、という思いで企業活動している。質
の高い美味しい日本米を市場に提供するとともに、現地のタイ人の生活が向上し、夢と意欲を持って働け
る職場とすることが、日本の一企業人としての国際貢献活動と考えている。
審議会等
豊川市 特別職報酬審議会
豊川市 男女共同参画懇話会
豊川市 町名審議会
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