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記載記事：2019 年度全講座・行政懇談会・市長訪問 など

問合せ・連絡先
豊川共生ネットみらい事務局
TEL・FAX 0533-87-2564
携帯 090-6088-5309
ホームページ http://mirai.net.cn
ﾒｰﾙ mirai2001kara@gmail.com
フェイスブック facebook.com/mirai2001kara

最近、ちょっときになったこと
ふとした会話の中で、
『夫はＡＴＭ』という言葉がありました。
言葉の中には、いろんな背景がみえてきます。
いっしょに考えてみませんか？

「ＡＴＭ化」とは
「ただお金を稼いでく
る人」のこと。
もともとは
大切な
パートナーです。
ここまで割り切る気持
ち に な っ て しまうに
は、深い理由やきっか
けがありそうですね。
いろんな声を集めてみ
ました。

仕事が忙しい、と
子供の問題から
逃げたから。

家事・育児に理解や協力
をしてくれないから。
話し合いしても改善され
ないから。

じつは、夫のほうは
あんがい寂しい思い
をしているかもね。
でも何が原因か気づ
かないみたい。
妻は、夫をＡＴＭと思う前に、幾度となく相談や話し合いをしようと
しているようだけど、改善はみられない・・・。なんでかな？？

大切なのは役割や立場ではなく、
自分の気持ちを言語化し
自分を理解し相手のことも理解していくことで、
対等な関係を築くきっかけになるかもしれません。
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2019/12/19（木）13:30～15:00 ウィズ豊川 2 階
視聴覚室

行政と豊川共生ネットみらいの懇談会
出席 ２０名
鈴木敏彰市民部部長 森下保市民部次長兼課長 佐野正則市民部人権交通防犯課課長補佐
伊藤純子市民部人権交通防犯課係長 石原佳永子市民部人権交通防犯課人権推進係
豊川共生ネットみらい １５名

報 告

彦坂千津子（行政懇談会担当委員会）

「豊川共生ネットみらい」は、豊川市の男女共同参画担当部課職員と男女共同参画意識の共有と、交流を深めるこ
とを目的に、2018 年 12 月「行政と豊川共生ネットみらいとの懇談会」を開催しました。今年度はそれを引き継
ぎ、内容をさらに深めて第 2 回目の懇談会を主催いたしました。
はじめに市民部鈴木部長より、男女共同参画社会推進に関する豊川市の取組みについてのお話をいただき、次に伊
藤係長より「令和元年度豊川市男女共同参画事業」として、個別事業の実施状況について資料に基づいた説明があり
ました。その中には「豊川共生ネットみらい」
（以後「みらい」
）との協働事業である男性限定、女性限定講座の開催
も含まれています。
また「みらい」の方からは男女共同参画推進に関する国際的動向や、国連の SDGｓ1も視野に入れる中で、我が国
における「男女共同参画社会基本法（1999 年）
」制定以降の取り組みや施策におけるパラダイムシフトなどが、果た
して各市町の施策にどれほどの影響を及ぼしているのか等、変遷を振り返る中で市町における従来の施策を絶えず検
証し、見直す努力への必要性を述べさせていただきました。
わが豊川市においても男女共同参画推進への取り組みが始まって約 20 年が経過しました。これまでの住民の意識
改革や、女性の人権確立・人権擁護に力点を置いた施策から、さらに一歩進めていくことが望まれています。現在、
女性の活躍推進や、働き方改革が進行する中で、これから対等な立場の男女が協力して創っていくであろうわが町の
男女共同参画社会の将来像を目標に据えて、
「みらい」の意見として集約し述べさせていただきました。
加えて、
『豊川市男女共同参画基本計画進捗状況報告書』にある施策について、来年度豊川市では計画内容の見直
しを予定していることから、昨年度の懇談会で議題に上った個別施策について、特に男女共同参画と関係ないと思わ
れる施策について、豊川市の方から指摘を求められた経緯もあり、今回「みらい」が抽出した施策についての意見書
を提出しました。
関係各部課におかれましては、この機会により力強い施策を打ち出していただきたくお願いします。

（成果と課題）豊川市から市民部長はじめ担当職員５名のご出席をいただき、市の男女共同参画施策や、行
政としての取り組みなどについて、直接担当職員の皆さんと意見交換ができる貴重な機会をいただきました。今回の
懇談会で確認できたことは、行政の施策や立場と、民間 NPO の私たちが目指す男女共同参画推進の考え方の間に、
多少の乖離があるということでした。
今後、双方がより密にコミュニケーションをとることにより行政の取組への理解を深めるとともに、豊川市の男女
共同参1画推進の施策に対して、民間の団体としてどのように協力できるかということを更に議論していく必要性を
感じました。
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（持続可能な開発目標）2015 年国連サミットで採択された。加盟 193 ヵ国が 2016 年～2030 年の 15 年間で達成

するために掲げた 17 の目標。5 番目に「ジェンダー平等を実現しよう」がある。
２

２０２０（令和２）年１月３０日 １５：００～１６：００
豊川共生ネットみらい会員９名は、10 月市長選挙で当選され
た竹本幸夫新市長を市役所にお訪ねしました。
和気あいあいとした中で、豊川市の男女共同参画社会づくりに
ついて、真剣にお話し合いができました。
お話してくださいました。

内

容

１． ご就任お祝いの言葉
２． 市長のご挨拶
３． 歓談
①市長とランチ
②行政懇談会
③男女共同参画拠点
④女性副市長と女性管理職
⑤男女混合名簿
⑥女子中学生のパンツ制服
４． 市長へお礼の言葉・終わりの言葉

竹本幸夫市長は若かりし頃社会教育課で女性施策に関わっておられました。その女性施策でお世話になった人
達が豊川共生ネットみらいの創立メンバーとなりました。それからずっと豊川共生ネットみらいの行く末を見
守ってくださっています。
①市長とランチ…2009 年から 10 年間毎年 1 回、山脇実前市長は豊川共生ネットみらいと「市長とランチ」と
称して実際にお弁当を食し、豊川市の男女共同参画状況を話してくださいました。
竹本幸夫市長も、山脇前市長のあとを踏襲してくださるとのことです。
②行政懇談会…竹本市長は既に豊川共生ネットみらいが行政懇談会を催していることはご存知で、行政と市民
の交流の場として快く感じておられます。
③男女共同参画拠点…豊川共生ネットみらいの『DV 被害者を含めた女性支援・女性のための談話室』を拡充し
た場が核となるような男女共同参画拠点の必要性について、意見を述べさせていただき
ました。検討課題としてくださるとのことでした。
④女性副市長と女性管理職…豊川共生ネットみらいは竹本市長の前職が副市長でしたので、後任に女性にする
というお考えの有無を問う文書を 2019 年 10 月 31 日に提出しました。現時点で
は、女性副市長にふさわしい人材はみあたらないそうです。が、近い将来、女性
部長などの管理職の出現は期待できるとのことです。
⑤男女混合名簿…ジェンダーバイアス（無自覚な男女差別的偏見）に気付くための、一手段ですが、教育分野
での取組にお任せしているそうです。
⑥女子中学生のパンツ制服…冬の寒風にスカートは不健康ではないか、13 人に一人という LGBT の生徒への
配慮が必要ではないかとの意見を述べさせていただきました。やはり、教育分野
の判断に任せたいとのことです。
３

参加：男性のみ１５人
講師：濱田智崇 京都橘大学健康科学部心理学科准教授
カウンセリングオフィス天満橋
（
「男」悩みホットライン）代表
【午前の部】
10:00～11:00 講義 男性講座の基礎知識
11:10～12:00 ワークショップ 対面で全員と話す
「好きな食べ物」「自慢すること」「今気になっていること」
【昼食】 12:00～13:00 講師とともに話しながら摂る
【午後の部】
13:00～14:00 ワークショップ グループ
「女性と水夫」物語の男女を入れ替える
14:10～14:50
ワークショップ 「かっこいいとは何？」
14:50～15:00 質問タイム

ある船が遭難
5 人が 2 つの救命ボートに分かれて
乗ることができた。
一つのボートには、男性乗組員、
若い女性、老人。
もう１つのボートには、
若い女性の婚約者の男性エンジニア、
彼の親友の若い男性医師。

性別を入れ替えただけの物語に、書き換えると・・・
１つのボートには、女性乗組員、若い男性、老人。
もう１つのボートには、若い男性の婚約者である女性エンジニア、彼女の親友の若い女性医師。
悪天候の中、2 つのボートは離れ離れ。
海のはるかかなたに、1 つの島影を発見。
女性乗組員に若い男性は、
「救命ボートを修理して、あの島まで連れて行って」と、頼んだ。
女性乗組員は、思い出作りに若い男性と一夜を共にしたい、と言う。
若い男性は困り果てて、老人に相談。
老人は、
「私には決められません。自分の心に聞いてそれに従いなさい。
」と、応じる。
若い男性は、悩み抜いた末、女性乗組員の言うとおりにした。
女性乗組員は、若い男性をはるかかなたの島に送り届けた。
その島の海岸に、婚約者がいた。
彼は婚約者と抱き合いながら、昨夜の女性乗組員とのことを、打ち明けた。
婚約者は突然怒り狂い、
「もう顔も見たくない！」と叫び、どこかへ走り去ってしまった。
そこへ、婚約者の親友である女性医師が現れ、若い男性の肩を抱いて、
「あなたのつらい気持ちはよく分かるわ。
彼女には私から話をしてあげる。仲直りするまでの間、私があなたと一緒にいてあげるから」と、言った。

アンケート
より

・性別を入れ替えて考えると見方が変わる。
・男女差別はしてないつもりが、意識的にしていることもあると思った。
・いろんな所で男女の差を見る。
・男だからって言うのを気を付ける。女だからとは言わないようにする。
・男性は感情へのアクセスが苦手だということを改めて感じた。
・男のしがらみ
・ジェンダーに惑わされずに生きることが少しは出来るのではないかと思う。

今、男として疑問に感じることは？・本当の平等とは何か？・男女差別の線引き
４

・社会構造の改革の中で、男にとってより厳しくなっている。
・男のプライド

講座：ウィズ豊川２階 視聴覚室
託児：ウィズ豊川２階 和室
参加 : 女性のみ延べ 36 人(初参加 14 人）
託児 : 延べ 6 人
講師：増井さとみ フェミニストカウンセラー
日本フェミニストカウンセリング学会
ウィメンズカウンセリング名古屋 YWCA

第 1 回 「役割からの解放」 （2019/11/12）
１．自分を知る 【ジョハリの窓】
２. 受講の心得
①参加 ②尊重 ③守秘
３．アイスブレーキング 「夢中になっていること」
４．ワークショップ
「～すべきと考える私の役割」
５．講義 【外的抑圧と内的抑圧】の意味

第２回
（2019/11/19）
「私を知る、自分自身を生きるためのヒント」
１．受講の心得
①参加 ②尊重 ③守秘
２．アイスブレーキング
「好きな季節」
３．ワークショップ
「私」を考える前にある「役割」
「いつから・誰から・きっかけエピソード」
４．講義 【内的抑圧と外的抑圧】の捉え方
５．ワークショップ 「私を表すもの・新たな自分を知る」
６．講義 【自己尊重】
７．ワークショップ 【12 の権利】

～～～講師の話（抜粋）～～～
私には母、妻、娘・・・などの役割がついている。
社会で、「母・妻・娘は、〇〇しなければならない」と言われることが、外的抑圧。
私自身も、「母は、〇〇しなければならない」と自分に課していることが、内的抑圧。
「これは、やりたいこと」「これは、やりたくないこと」と自分で判断して、やればいい。
そうはいっても、「やりたくないこと」を「やらないといけない」場面がある。
そんな時は、イヤイヤやって下さい。「イヤイヤやっている私」を引き受けることも、大事です。
「〇〇はする」「〇〇はしない」と決めて、自分で自分のことに責任をもってください。
内的抑圧と上手に付き合うことが、私を生きる上で、とても大切なことです。
私という人間は、たった一人しかいない。私は、多様ないろいろなものを持っています。
「〇〇がダメ」という部分も確かにある。あるものをなしにはできないです。だったら、「自分の良い部分」を増
やせば、よいのです。「私の全部が、ダメ」と思う必要はないのです。
私達は、外的抑圧をシャワーのように浴び続けています。「この私で、大丈夫」となかなか思うことができない。
でも、よい所、ダメな所、いろいろな自分がある。「まーいいか。それが私なんだ」と思うことから、自己尊重を
スタートさせましょう。

５

2019 年度

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 支援のポイント
相談支援をしている人のための資質向上講座
１．講師の話 かけ込み女性センター
名古屋家族相談室室長
２．質疑応答
３．交流会

１
★

★
★

スタッフ
市川季夫
13:30～14:40
14:40～15:50
15:50～16:30

DV・ハラスメント・虐待とは・・・
加害者は恐怖感情を植え付け、
支配とコントロール
被害当事者が弱いからではない。
加害者は、力のある人にはイエスマン
力のない人には暴力行為
加害者はコントロール強化のために、
証拠の残らない隠された、暴力行為

２ 被害当事者はなぜ逃げられないのか・・・
★「逃げたら殺されるかもしれない」という、強い恐怖
★「いつか変わってくれるのでないか」という、
複雑な心理
★ 心理的逃げ場のない、無力感
★ 今までの自分（人生）は何だったのかという、喪失感
★ 精神的な病のきざし（環境に起因するうつ病など）

参加：１５人

豊川市民生児童委員
なのはな会
フラット
豊川共生ネットみらい

4人
2人
2人
７人

その他

２人

相談・支援とは
自分に都合の悪い情報を、無視・過小評価してしまう、
『正常バイアス』は危険！！

・相談者の要求を一緒に考える。
・自立を支援する。
支援者がレールを敷くことではない。

二次被害とならない支援
★話しやすい、安全な状況をつくる。
★自分の価値観を押し付けない。

支援
× 「あなたに原因があるのでは」
「大した事じゃないのでは」
「自分がないんじゃないの」
「自立しなきゃ」

支援者は黒子
★ 自己決定できるように支援
★ 本来の力を取り戻すために支援

★自己決定を奪われる
自立でなく加害者に依存することを強制される。

相談・支援の土台 ★被害当事者には、受容・共感
一人で生きていくことが怖くなるほど自信喪失

★加害者には、加害責任を自覚させたうえで、教育プログラムや認知行動療法

加害者の顔色をうかがう、マインドコントロール

被害者像を 勝手に作りあげない
弱々しい、主張が出来ない、自分で決定ができない、感情的、攻撃的

★ 被害からの影響があるかもしれないが、それが全てではない。
★ 支援は、一人で抱えこまない！
チーム・組織・複数の支援者と一緒に、被害当事者を複眼的に見ながら、
支援の方向性を探る。
６

愛知県福祉局 ＤＶ理解の出前講座

わたしのことは
『わたしのことは

わたしが決める

わたしが決め』ていいの？

・わたしは 今まで、どうしてきたか。
・わたしは 今は、 どうしているか。

参加女性限定
講師

１０人
託児 3 人
フェミニストカウンセラー 加藤佐紀子
（ウィメンズカウンセリング名古屋ＹＷＣＡ）

①「わたしは○○します」と
言ってはいけない・言わない・言えない
関係を壊したくない
相手の気持ち、周りの気持ちを尊重する
私のことは後回し
傷つきたくない
ＹＥＳ・ＮＯをはっきり言わない
語尾をあいまいにする

② あなたへの暴力は加害者との関係性の中にある

※『決められない』には訳がある

あなたへの暴力：

～～～女らしさ（ジェンダー）に伴う

身体的・精神的・経済的・性的・子供を巻き込んだ暴力

自己表現のしばり

あなたは加害者に逆らわないことを最優先

～～～

みんなが上手くいけばそれでよし

あなたは加害者の意図を汲み取ることを最優先

（自分を後回しするクセ）

あなたは加害者から安心・自信・意思・自由を奪われる

語尾をにごし言い切らない

あなたは加害者の支配下・マインドコントロール下

（責任を取れない・取らないという

あなたの心は恐怖・不安・孤独・あきらめでいっぱい

自信喪失感

あなたの心は加害者の奴隷状態

孤立するのがこわい

あなたの自己尊重は破壊され、心理的監禁状態・無力

※『わたしのことは

（自立していない

わたしが決める』ために必要なのは

安心な環境の下でのみ

自己保身）

自分に自信を持って

依存心）

基本的人権の満たされた状態

自由に選択し

自分らしい行動を決定できる

ワークショップ
参加者全員が、付箋（ポストイット）を使い、日常の中で
自分で決めて行動している事を、出来るだけ沢山書き出し、
ホワイトボードに貼りました。
改めて、自分で決めて行動していることが多いことに気付きまし
た。心の萎縮がこのような何でもない選択行動を自ら選んでいる
と思わないことにしてしまうことがあるのです。

※

くさせてしまうのだと思いました。

わたしのことは わたしが決める とは
自分の気持ちに正直に・素直になり、自分のことは自分で決めて、
相手に伝え、その提案に基づいて 相手と調整すること！
７

参加 延べ 42 名
講義の後にグループ演習 4 人 1 グループで行う

こんな時、～ロジカルに考えよう！～
「3 つの技術」を使って！
山形新幹線販売員茂木さんは他の人の 5 倍の
売り上げ。なぜ？

の売り上げ

１．分解する ＝

分けるとわかる。
物事の本質を正しくつかむと、有効な方法を
考えることができる。

500 円を 2 時間以内で倍増するには・
・
・。
あるグループ案 ➡ 1 円玉に両替。

２．視点を変える ＝ 常日頃、ついついやっ
てしまう思考のパターンをあえて変える。
常識が突如非常識に、非常識が突如常識に
【パラダイムシフト】して、時代は変わる。

３．構造化する ＝
問題の全体像を把握して見落
としている問題を見つけ解決
へ！

覚
え
よ
う
！
【
三
つ
の
ツ
リ
ー

What
Why
How

】
８

グループ発表
制限時間内で言
いたいことを伝
え、解決策を提案

加藤ゆうけいさんと本音トーク

報告

坂井七子

加藤ゆうけいさんの講演のあと、本音トークということで、加藤さんを囲んで参加者 1６人で 1 時間程意見交換を行
いました。
様々な立場の方から色々な意見が出ました。
トランスジェンダーの加藤さんからみた男らしさ観とは、家族の理解はどうだったか、マイノリティーとして社会に
出る気持ち、LGBT 当事者からカミングアウトされた場合にどうふるまえばいいのか、LGBT の人たちがジェンダーを変
えていく可能性、学校の男女別の制服のこと、など多岐に渡りました。
加藤さんのお話の中で「性はグラーデーション」という言葉がありました。LGBT という枠に当てはまらない人もい
るし、誰もが自分の中の性が変わっていく可能性があったりと、性はとても多様なものだとのことです。そう考えると
性別にとらわれて、差別や偏見を持つことなく、一人の人として、相手を知っていくことが大切だと思いました。
今回、豊川高校とのコラボ勉強会ということで、豊川高校の生徒さん 3 人にも参加していただきました。
生徒さんからは「生徒会で、LGBT 勉強会を開催したことがあるがその時は、当事者がいない中で、資料を集めたり
調べたりしただけだった。今回当事者のお話を聞いてより学習したことが深まった。ここで得た知識をさらに広げてい
きたい。
」
「生徒会の LGBT 学習会に参加した時は、初めての感覚で、意味が理解できなかったが、当事者のお話を聞い
て、もし自分の周りにもいたとしたら相手のことを傷つけないようにやさしく接していきたい。
」
「今まで、男女はこう
だときっちり分けられることが社会の常識で普通のことだと教育されてきたので、きちっと分けられないものが入っ
てくることによって、普通が崩れていく怖さが最初の抵抗としてあるのではないか。
」
「学園祭で LGBT を発表すること
になったが、学校から、知識の浅い自分たちが発表することによって、他の生徒たちが当事者探しをして、それで雰囲
気が悪くなって、いじめやいじりにつながるのではと言われ、別の発表をすることになった。自分も女らしくしなさ
い、孫の姿が見たいと言われることに抵抗がある。当事者でも LGBT について積極的に啓発してほしい人とそうでない
人がいるがどうすればいいか。
」といった意見がありました。それぞれがしっかりとした意見を持って、LGBT を前向き
に知ろうとしていることがよくわかりました。
今回の勉強会をきっかけに、生徒会で加藤さんに助言を受けながら LGBT を知る活動を進めて、生徒のみなさんに
LGBT を知ってもらえたり、自分の性に一人で悩んでいる生徒さんがいたとしたら、加藤さんに相談できるつながりが
できていったりと、豊川高校から若い感性で、少しずつ LGBT を知っていく動きが広がっていけばと思いました。
豊川共生ネットみらいとしても、これからも豊川高校の生徒さんや加藤ゆうけいさんと LGBT はもちろん、さらには
ジェンダーについても一緒に考えて、活動していけたらと思っています。

協働事業
『一度しかない人生、
思い切り輝く Part2
～ひとりひとりの音色（個性）を大切にするハーモ
ニー＝共生社会～』
（3 月 22 日(日)13:30～16:30 ウ
ィズ豊川）の、より一層の内容充実を目指し、事前
合同学習会（豊川高校生徒会と豊川共生ネットみら
い）として『LGBT を学ぶ～ 加藤ゆうけいさんと
共に～』を開催しました。
終了後、豊川市市民協働国際課の出前講座
『協働で元気なまちづくり』を受講しました。
尚、3 月 22 日のイベントは、新型コロナウィルス
感染拡大の様相があり、中止にしました。
参加 21 名 一般
4名
豊川高校生徒会
5名
豊川共生ネットみらい
豊川市市民協働国際課

10 名
2名
９

朝日新聞 夕刊
2020/2/8

若かりし頃の山本先生

行為室でくつろぐ米国の選手ら。現像した後にサインをもらった。

当時、愛知大学に奉職しておられた山本和子先生には、お忙しい中を 2001 年から 10 年間、豊川共生ネットみら
いのアドバイザーをしていだきました。この 10 年だけでなく今でも、常にみらいの活動を見守り、めげそうな時
でも明るく前向きになるように叱咤激励して下さいます。みらいだけでなく、豊川市男女共同参画審議会の第一代
会長として 10 年余にわたり豊川市の男女共同参画施策に心血を注いで下さいました。この記事の「負けた人も勝
った人も更衣室では平等」との言葉を読んで、『先生の原点、ここにあり』と合点しました。先生はいつも「誰に
でも平等に接する」大切さを強調しておられたからです。2020 年の東京オリンピックが延期になり残念ですが、こ
ういう山本先生の精神をつなぐオリンピックを心から期待します。
10
先生のいつも言っておられた言葉、
「

中日新聞 夕刊 2020/4/23

【新型コロナウイルス感染拡大
10 万円一律給付】
家族分の給付金は、まとめて世帯主
に振り込まれる。
2020/4/23
DV避難者は世帯主とは別に給付金を受け取れる！4月30日までに申出を！4月30日過ぎても受付！
住民票と異なる住所に避難している場合でも、現在住んでいる市区町村に申請を行えば、子どもなどの分
も含めて給付金を受け取れる。
【申請】①世帯主の暴力から避難していることが確認できる「証明書」や「確認書」を提出
家族分の給付金はまとめて世帯主に振り
②所定の申出書を自治体の窓口に事前に提出
③世帯主との二重払いを避けるため、24 日から今月 30 日までに申し出
込まれる

１１

SDGs とは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称、エス・ディー・ジーズ
2015 年 9 月の国連サミットで採択
国連加盟 193 か国が 2016 年～2030 年の 15 年間で達成する１７目標

【17 の目標】
みんなに

１．貧困をなくそう ２．飢餓をゼロに ３．すべての人に健康と福祉を ４．質の高い教育を

５．ジェンダー平等を実現しよう

てクリーンに ８．働きがいも経済成長も

６．安全な水とトイレを世界中に ７．エネルギーをみんなにそし
９．産業と技術革新の基盤をつくろう 10. 人や国の差別をな

くそう 11. 住み続けられるまちづくりを

12.作る責任 使う責任 13. 気候変動に具体的対策を 14. 海の豊さ

を守ろう 15. 陸の豊かさも守ろう 16. 平和

と公正をすべての人に

ジェンダー・ギャップ指数
日本は 153 か国中 121 位
（2019 年/世界経済フォーラム）

各国における男女格差を経
済・政治・教育・健康の４つ
の分野のデータから作成。
前回は 149 か国中 110 位。

17. パートナーシップで目標を達成しよう

編集後記
★持続的な地球を目指そうとSDGｓ
を掲げているのに、今、新型コロナ
ウィルスが世界中蔓延し交流を妨
げています。日本の中も自由に行き
来できません。先行きどうなるので
しょうか・・・。
★豊川共生ネットみらいの 2020 年
度総会は、議案書郵送で賛否を問う
形になってしまいました。
2020 年度
事業計画は是非実現したいのです
が・・・。
★2019 年 12 月、フィンランド新首
相に 34 歳の女性サンナ・マリンさ
んが選ばれました。新内閣は 19 人
中 12 人が女性だそうです。日本は、
豊川は、どうでしょう・・・。
1２

