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201９年度 総会
５月１1 日（土）
【来賓】

問合せ・連絡先
豊川共生ネットみらい事務局
TEL・FAX 0533-87-2564
ホームページ http://mirai.net.cn
ﾒｰﾙ mirai2001kara@gmail.com

出 席

11：00～12：00
プリオ４階視聴覚室

衆議院議員 今枝宗一郎様

委 任

14

計

34

豊川市長 山脇実様
市民部人権交通防犯課次長兼課長 森下保様

総会終了後

団体 2 個人 12

会員数 2019/5/11 現在
個人会員 61

市長とランチ

団体会員 6
豊川商工会議所女性会 豊川ビジョンリサーチ
NPO 法人どんぐりの会 プラクトピア・カフェ
医療法人 信愛会
るる☆ルイス

12:00～13:00

交流会

総会出席人数
団体 0 個人 20
20

13:00～14:00

2019 年度 活動テーマ
よ

こ

きぜん

「倚りかからず、媚びず、毅然と」
社会では女性が男性に依存し生活しているように言われていますが、実のところ、男性も女性に
依存する人生を送っています。
倚りかかる存在がいることで、自分の都合よく物事をとらえ自身の問題を後回しにしたり、場合
によっては相手のせいにしたりと、いつの間にか他者と自分の境界が曖昧になっています。
依存心は自分の姿が見えにくくなります。

『自立』は平等です。自立するチカラは誰でも持っています。
どんな環境や境遇でも心の自立は可能です。

男女それぞれが一度人としての原点に立ち、自分を大切にし、深い部分で自身を認め、
自立心を養い、互いに理解を深めると、 地域・社会は豊かになって行くと確信します。
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201９年度 豊川共生ネットみらい 各事業計画
活動の目的

各事業の名称・内容 （全て参加無料・託児あり）

各事業の目的

まちづくりカフェ 100in 豊川＝2018 年度に次ぎ 2 年目豊川市市民協働推進事業
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材
の
育
成

【一度しかない人生、思い切り輝く PartⅡ 『戦争』
】
協働相手：豊川高等学校 9/28・29 豊川高校学園祭にて
第１回打合せ会 8/6 14:00～ 豊川高校

老若男女、ざっくばらんの話合い。これからの社
会像を描き、誰でも当事者であることに気づく

豊川市男女共同参画協働型事業
男性限定講座「カッコイイって何？」8/24（土）10:00～15:00 ウィズ豊川
女性限定講座「わたし、女だから… わたし、おかあさんだから…」

・自分と相手を尊重した、人間関係づくり
・自己尊重トレーニング ・自分で自分をケア
・男性特有女性特有の、ジェンダー意識を払拭す
るために、男女別で開催

11/12（火） 11/19（火）いずれも 10:00～12:00 ウィズ豊川

愛知県健康福祉局出前講座 女性限定 DV 理解講座
「わたしのことはわたしが決める。
」
10/5（土）13:30～15:00（講座）15:00～16:30（個別相談）ウィズ豊川

豊川市パートナーシップ推進出前講座
「DV ハラスメント虐待などの支援のポイント」

・DV の基礎知識を学び、理解を深める
・一歩踏み出すきっかけ

相談支援をしている人の資質向上

7/21（日）13:30～15:3０ウィズ豊川

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」
2020/2/2（日）10:00～16:00 場所未定

みらいカフェテリア 毎月第 3 土 13:30～15:00 ﾌﾟﾘｵ 4 階
みらい哲学カフェ 毎月第３土 15:00～17:00
Book Cup

0533-85-2715

麻生田保育園南

男だけのしゃべり場 毎月第 4 土 15:00～17:00

ﾌﾟﾘｵ 4 階

・出来事を論理的に理解しお互い納得
・お互いに感情的にならないため
・対等な人間関係をつくるため

技術
獲得

安心してみんなで話し合い
価値観いろいろの照らし合い

息子・父・夫・婿と呼ばれる男だけの話合い

行政と豊川共生ネットみらいの懇談会
１１月か１２月に、予定

2018 年度（2018/12/20）の話合いで
深めることのできなかった課題（人権、男女
混合名簿など）を話し合う。

市長とランチ 5/11（土）12:00～13:00
ﾌﾟﾘｵ 4 階

豊川市の男女共同参画の現状を分かりやす
く説明していただき、ざっくばらんに話し
合う。

ｂんｈｈｇ

②
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交流会

会員、会員外の人が集まり、メディアで取り
上げられた事柄・事件などについて
本音トークを交わす。

5/11（土）1３:00～1４:00
ﾌﾟﾘｵ 4 階

開かれた定例学習会 毎月第３木 13:30～15:30
ウィズ豊川

女性のための談話室 毎月第１金 10:00～12:00
ウィズ豊川

③

女
性
支
援

④
情
発報
信

面談 毎月第１金 10:00～12:00 ウィズ豊川
同伴・付き添い
随時
他相談支援機関との連携 随時

・自己肯定すると同時に他者の言動を受
け容れる寛容な心を養う。
・女性ならではのこだわりに気付く。

随時

相談支援の場づくりと自立支援の場づくり

みらい通信 随時
メール
ホームページ
フェイスブック

・男女共同参画社会の在り方を学ぶ
・社会の動きを男女共同参画の視点で検証
・豊川共生ネットみらいの事業報告

mirai2001kara@gmail.com
http://mirai.net.cn

httｐs://www.facebook.com/mirai2001kara/

自分で選択して自分らしく生きるように支
援する。

実現に向けて調査研究

・豊川共生ネットみらいの活動紹介報告
・講座受付
・豊川共生ネットみらい活動の発信

おすすめ

本

『８２年生まれキム・ジョン』筑摩書房 【豊川市中央図書館所蔵】
著 チョ・ナムジュ
訳 斎藤真理子
2016 年に韓国で刊行されると、多くの女性の共感を呼んで 100 万部
を超えるベストセラーに。日本では 18 年末の刊行から現在まで 13
万部のベストセラー。
女性が社会で直面する様々な困難や差別を、精神科医のカルテとい
う体裁で描き出す。

４

ちょっと

さだまさし『関白宣言』は、1979 年（昭和 54 年）の大ヒット曲
さだまさしは、1994 年（平成６年）に同じメロディで替え歌『関白失脚』を発表

歌って味わってみましょう！
相手に対する深い愛情 不器用な男の心情
中年男性のもの悲しさ ・・・・・
あなたの心に何が湧いてきますか？

気に
なる歌
歌詞

関白宣言

今は 2019 年（令和１年）
、今のあなたの本音替え歌、出来そうですね。

関白失脚

作詞作曲 さだまさし

作詞作曲

さだまさし

お前を嫁にもらったけれど言うに言えないことだらけ
かなり淋しい話になるが
俺の本音も聴いとくれ

お前を嫁にもらう前に行っておきたい事がある
かなりきびしい話もするが
俺の本音を聴いておけ
俺より先に寝てはいけない
俺より後に起きてもいけない
めしは上手く作れ いつもきれいでいろ
出来る範囲で構わないから

俺より先に寝てもいいから

夕飯ぐらい残しておいて

いつもポチと二人
昨日のカレー チンして食べる
それじゃあんまり わびしいのよ
忘れていいけど
仕事も出来ない俺だが 精一杯がんばってんだよ
俺なりに それなりに

忘れてくれるな
仕事も出来ない男に
家庭を守れるはずなどないってことを
お前にはお前にしかできない事もあるから
それ以外は口出しせず黙って俺についてこい

父さんみたいになっちゃ駄目よと
お前こっそり子供に言うが (知ってるぞ！)

お前の親と俺の親とどちらも同じだ大切にしろ
姑小姑かしこくこなせ たやすいはずだ 愛すればいい
人の陰口言うな聞くな
それからつまらぬシットはするな
俺は浮気はしない多分しないと思う
しないんじゃないかな ま ちょっと覚悟はしておけ
幸福は二人で育てるもので
どちらかが苦労してつくろうものではないはず
お前は俺の処へ家を捨てて来るのだから
帰る場所は無いと思え これから俺がお前の家

飯を食らっちゃ寝
起きてワイドショー見ちゃ寝
井戸端会議しちゃ寝 よく夜寝られるなぁ
ムダなダイエット ムダな体重計
本気でヤセたきゃ あんなに食べなきゃいいのに
それからあれだぞ テレフォンショッピング
買い物ぐらい 体動かせ
それぞれご不満もおありのことと思うが
それでも家族になれてよかったと俺思ってるんだ
そして今日も君たちの笑顔 守る為に
仕事という名の戦場へ行く
右に定期券 左に生ゴミ
人は私を哀れだと言うけれど 俺には俺の幸せがある

子供が育って年をとったら俺より先に死んではいけない
例えばわずか一日でもいい俺より早く逝ってはいけない
何もいらない俺の手を握り涙のしずくふたつ以上こぼせ
お前のお陰でいい人生だったと俺が言うから必ず言うから

君たちの幸せの為なら 死んでもいいと誓ったんだ
それだけは疑ってくれるな 心は本当なんだよ
世の中思いどおりに 生きられないけれど
下手くそでも一所懸命 俺は生きている

忘れてくれるな
俺の愛する女は愛する女は生涯お前ひとり
忘れてくれるな
俺の愛する女は愛する女は生涯お前ただ一人

俺が死んだあと
いつの日か 何かちょっと困った時にでも
そっと思い出してくれたなら
きっと俺はとても幸せだよ

ルルルルル
ララララララ

がんばれ がんばれ がんばれ みんな
がんばれ がんばれ がんばれ みんな
がんばれ
５

市長とランチ
2019/5/11 12:00～13:00
プリオ４階視聴覚室
２０名参加

【市長談話】 豊川市は 1995 年に平和都市宣言。2018 年６月９日、豊川海軍工廠があった場所に平和公園（３h）開園。
昭和 20（1945）年 8 月 7 日の空襲で犠牲者 2500 人以上。火薬庫や信管置場などの戦争遺跡や海軍工廠の歴史などを紹介
する平和交流館がある。豊川市の全小学６年生が訪れ平和を学ぶ。苦労のしがいがあった。
男女共同参画社会は、人権尊重が基盤で誰もが何不自由なく生きていける社会と考える。
男女共同参画社会の担い手は地域住民。民間活用必要。

【懇談の内容】

男女共同参画センター・相談ワンストップセンター・ＤＶ被害者のためのシェルターは、豊川市に
にはない。せめて、短時間慰安（一休み）の場があるといい。
・・・・

交 流 会
こう言うの
は、男性？

確かに男と女
の違いはある

【話題】
「無意識の思い込み」
（アンコンシャス・バイアス）

等々
2019/5/11 13:00～14:00
プリオ４階視聴覚室
２０名参加

・小さい子供をもつ女性にはなるべく出張のない業務をあててあげたい。
・昇進を望む女性は男性と違い少ない。
・来客受付やお茶出しなどを男性が行うのには違和感がある。
・働く母親は授業参観や学校行事の度に仕事を休まねばならないから大変。
・女性を一人で海外出張させるのには、躊躇してしまう。
・無理して参加させるのは申し訳ないから、小さい子供のいる女性は飲み会
に誘わないようにしたい。
・女性は、
「気遣いが得意」
「縁の下の力持ちとして周囲をサポートできる」
などの強みをもっと活かせばいいと思う。
・男女関わりなく、意欲と能力のある者を育成登用すべきであるから、女性
だけに特別な育成施策を行うのは良くないと思う。

思いやりのよ
うだけど？
無意識というよ
り、意識されてい
るのではないか

正論のようにみえる
のは、私の無意識の
思い込みかしら

現状打破
の工夫、
あるはず
でしょう
をしたら
を￥は女
性別でな
性を一般
くその人
化してる
そのもの
を見てほ
しい

男女共同参画社会
の実現、できる？

編集後記：
梅雨が明けたとたん、猛暑。こたえます。参議院選挙でれいわ新選組の重度障がいの２名の方が国会議員になりま
した。
「仕事ちゃんとやれるのか」と言う人もいるけれど、障害者差別解消法が施行されて 3 年。その法律を作った
国会がまずバリアフリーにということでしょうか。因みに、今回の女性当選者は計２８人。前回２０１６年参院選
の過去最多人数に並び、全当選者１２４人に占める割合は２２・６％でした。

