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総まとめ、です！！

みんなの気づきで
とよかわが
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＊ みらいしゃべり場＊
毎月第４ 土 15:00～17:00 ウィズ豊川
ジェンダーでモヤっとしたら、
みんなで話して理解してジェンダー平等を正しく学ぼう！
自分のために 相手のために
2015 年（平成２７年）大ヒット曲

歌 作詞 西野カナ

無料

トリセツ

作曲：DJ Mass(VIVID Neon*) | Shoko Mochiyama | etsuco

この度は こんな私を選んでくれて どうもありがとう。
ご使用の前にこの取扱説明書をよく読んで ずっと正しく優しく扱ってね。
一点物につき 返品交換は受け付けません。ご了承ください。
急に不機嫌になることがあります。 理由を聞いても 答えないくせに放っとくと怒ります。
いつもごめんね。 でも そんな時は懲りずに とことん付き合ってあげましょう。
定期的に褒めると長持ちします。 爪がキレイとか小さな変化にも 気づいてあげましょう。
ちゃんと見ていて。 でも 太ったとか余計なことは 気付かなくていいからね。
もしも少し古くなってきて目移りする時は ふたりが初めて出逢ったあの日を思い出してね。
これからもどうぞよろしくね。 こんな私だけど笑って許してね。ずっと大切にしてね。永久保証の私だから。
意外と一輪の花にもキュンとします。何でも無い日の ちょっとしたプレゼントが効果的です。
センスは大事。 でも 短くても下手でも 手紙が一番嬉しいものよ。
もしも涙に濡れてしまったら 優しく拭き取って ギュッと強く抱きしめて あなたにしか治せないから。
これからもどうぞよろしくね。 こんな私だけど笑って頷いて。ずっと大切にしてね。 永久保証の私だから。
たまには 旅行にも連れてって
記念日にはオシャレなディナーを柄じゃないと言わず カッコよくエスコートして 広い心と深い愛で 全部受
け止めて
これからもどうぞよろしくね。 こんな私だけど笑って許してね。ずっと大切にしてね。永久保証の私だから。
2020 年度
延べ 68 人参加

ある日のみらいしゃべり場 ２
乙女心を言い当てている？
女性は物じゃないぞ！

ジェンダー平等
って、
じぇ
どういうこと？

わたしをこう扱ってね、と自分目線。
それまで培った‟ 自分”はどうなったのかな？
自分をゼロにしてしまうほどの‟ 依存”
。
そんなに自分をおとしめないで！
１

社会は女性には厳しい。
女の縛りをはずしたい？

＊ みらいしゃべり場＊

無料

毎月第４ 土 15:00～17:00 ウィズ豊川
ジェンダーでモヤっとしたら、
みんなで話して理解してジェンダー平等を正しく学ぼう！
自分のために 相手のために
1979 年（昭和５４年）の大ヒット曲

関白宣言
歌・作詞・作曲 さだまさし

この歌、どう
思いますか？

お前を嫁にもらう前に言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
めしは上手く作れ

俺より後に起きてもいけない
いつもきれいでいろ

ある日のみらいしゃべり場
1

出来る範囲で構わないから
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
お前の親と俺の親と どちらも同じだ大切にしろ
姑小姑 賢くこなせ 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

優しい曲だけど、イヤな歌詞！
『嫁』支配の言葉がいっぱい・・・
でも、恋愛の歌と見れば、どう？
頼もしい男のイメージ、出してるじ
ゃん。
それが問題。
結婚って女が受け皿？
女がサポートするのが当然？
この歌、４０年も前の歌。
現在の夫婦の関係もこの通り、

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
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
ルルルルル

2020 年度延べ 68 人参加

変わっていない感じがする。
なんでかな？

ジェンダー平等
じぇ

って、どういうこと？

ララララララ ・・・・・・・・・・・
２

★みらい哲学カフェ★
2020 年度延べ 30 人参加

毎月第３ 土 15:00～17:00

ウィズ豊川/無料 or Book Cup(麻生田保育園南）/要飲み物代

おおきな木
The Ｇiving Tree
‟少年と木はいっしょに遊ぶ仲良し。でも
少年が大人になるにつれて木から離れて
いき、たまに帰ってきては、りんごや葉や
幹をすべてもっていく。最後に木は切り
株になってしまう。木はそれでも幸せだ
った。
”
、というお話。
シルヴァスタイン 作
村上春樹 訳
篠崎書林 出版

うろこ

ある日のみらい哲学カフェ みんなで話したら急に理解できた【目から 鱗 】
少年の自分勝手な生き方にイラッ！
木は少年を溺愛。
何で、少年は木に頼ってばかりなんだろう？
木と少年は、今の男女間の風景みたい。
木と少年は、自滅したのでは。
木と少年は共依存。
いつも木の所に戻るから、少年な幸せじゃあないよ、
木は無償の愛、母の愛。
世の中、木のような人ばかりだと争いは起きないね。

ひとりで考えていたら、こんなにいろいろな視点を持てるかな？
自分に向き合い考えや思いが深まりました。これぞ、哲学カフェのほんとうの面白さ！
、

３

行政と豊川共生ネットみらいの懇談会
2020/12/22 13:30～14:30 ウィズ豊川

参加 10 人

豊川共生ネットみらいは 2001 年の創立時に、豊川市より「第１回豊川市男女共同参画フォーラム」
の委託を受けて以来、男女共同参画担当課と男女共同参画について不定期に話合いをしてきました。
2018 年度からは、毎年１回定例で開催しています。
今回、森下保市民部長・山本太郎人権交通防犯課課長・伊藤純子人権交通防犯課係長がご参加くださ
いました。
12 月 10山本太郎人権交通防犯課課長
日提出の『第３次男女共
伊藤純子市民部人権
同参画基本計画素案』の意見書に
ついて意見交換をしました。
・
「ＳＤＧｓの第５ゴール」の趣旨
の説明の追加
・
「計画の位置付け」に「第６次豊川
市総合計画」の説明を追加
・
「女性活躍促進法」
「ＤＶ防止法」
の説明の追加
・
「第３章施策の展開」内に「アンコ
ンシャス・バイアス」の追加
・
「男女共同参画センター」今後の
状況をみて計画見直し時に検討
・
「審議会等委員の女性比率 30％」
に「すべての」を追加
・性暴力・性犯罪に関する説明の
追加
・配偶者暴力相談支援センター設置
の検討
・性的少数者の理解のための性教育
本計画は市民に向けた計画のため、
市職員への施策を担当している
人事課は含まないとのことでした。

４

ジェンダー格差が少ない 1 位から 5 位まで
は、アイスランド、ノルウェー、フィンラン
ド、スウェーデン、ニカラグア。日本は 121 位
と昨年の 110 位から 11 順位を下げ、過去最低
の順位となった。その他、ドイツ 10 位、フラ
ンス 15 位、カナダ 19 位、英国 21 位、米国 53
位、イタリア 76 位で、日本は G7 の中で圧倒
的に最下位。中国は 106 位、韓国は 108 位で
日本より上だった。
2019 年 12 月世界経済フォーラム発表

第４ 回 日本女性学習財団 未来大賞」応募レポート

男女共同参画社会実現の道のりは遠い
その理由の考察と解決のための方策
要 旨
男女共同参画社会を、国は「21 世紀の我が国社会を決定する最重要課題」と位置付けた。いわゆる、国民誰も
が活かされて望ましいジェンダー平等社会のことである。その実現のために、豊川共生ネットみらいを 2001 年
に創立した。
ここ愛知県豊川市では、女は男を立てて従うことが当然と考えられてきた。まず、女性の意識改革のために女
性向けの自己尊重講座を開設した。
そこで浮上してきたのが、DV である。DV は男性社会の特徴である男の鎧を包含し男女共同参画社会実現を脅か
す。男性限定講座はジェンダー不平等払拭のために開設した。
このように市民意識に焦点をあてて草の根活動をしてきたが、これだけでは不十分である。行政とタイアップ
しお互い情報交換しながら更なるジェンダー平等をめざしていく必要がある。
行政と市民活動団体は社会づくりの両輪である。拠点として「男女共同参画センター」を設立し互いにその任
を果たすことを念願している。
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応募数、４２。 北海道から沖縄までの日本全国から応募あり、海外からも２件。グループの応募は
５件。男性の応募７件と増加。年齢、１０代３件、上は８０代までと幅広い。
残念ながら、受賞は逃しましたが、
「今後の経験やどう展開したのか、数年後の様子を知りたいと思う
ものがいくつもあった」と講評にあり、みらいレポートもその中に入っているかもしれないと考え、
今後に臨んでいきます。 尚、興味のある方は是非お読みください。お分けします。
５

市長とランチ
2020/11/19/13:30～14:30 ウィズ豊川 参加 14 人
２００９年度から 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べながら、豊川市の男
女共同参画状況を話してくださいました。そして、私達の男女共同参画へ
の思いを聴いてくださいました。
竹本幸夫市長も、山脇前市長のあとを踏襲してくださり、２０２０年度を
開催することができました。残念ながら、コロナ渦中で、会食ご法度のた
め、ランチなしで開催しました。コロナ禍が終息した暁には、例年通り市
長も含め参加者全員からランチ代を自己負担していただき、和やかに開
催する予定です。 一日も早いコロナ感染拡大が収まることを祈ります。

竹本幸夫市長のお話
生涯学習課に在職中に「豊川市男女共同参画プラン」策定に関わりま
した。
・当時の職員アンケートでは、女子職員に出世したくない人が多
かったのですが、現在、係長・ 課長補佐・課長に女性が増えていま
す。また、現在新規採用応募に女性が４割。平成２９年に豊川市は「女
性の活躍促進宣言」をしました。これからの発展が楽しみです。

懇談内容
① 男女共同参画センターの必要性、シェルター的集いの場（居場所）について先進事例を調査する
（市長談）
② 豊川市男女共同参画基本計画は豊川市総合計画の基で策定される
（市長談）
③ 女性・外国人の人に働いてもらわないと、日本はもたない。共生が必要
（市長談）
④ 男女共同参画週間は展示のみでパフォーマンス的（みらい会員談）
⑤ 人権交通防犯課の中の男女共同参画、社会づくりなのに個人の意識啓発にしてしまっている
（みらい会員談）
⑥ DV 追放のためにも、子どもにも大人にも性教育が必要
（みらい会員談）
⑦ 世帯主宛のコロナ給付金を妻と子どもの分も夫が自分のものにしてしまい渡してくれない。
（みらい会員談）
⑧ ひきこもり、うつ病、LGBT の人も菜の花会の集まりに来る。居場所がほしい。
（菜の花会会員談）
６

令和２年度豊川市社会福祉協議会地域福祉活動費助成
ロジカルシンキング講座
2021/3/14 10:00～16:00 ウィズ豊川 参加延べ２２人 無料
講師：内田友美 星槎大学大学院特任教授
（株）HR インスティテュートソーシャルフェロー
カンボジアこどもの学び支援チーム代表

会議のお作法
ロジカルシンキングで会議の質を高める
会議は組織力の鏡
午前の部は、会議の要点の学習と会議風景のビデオを視聴した。
午後の部は、下記のグループ演習を行い、実りある会議にするための技術で日頃の会議の幼さを反省した。
どのグループも年齢も性別も忘れて真剣に取り組んでいた。男女共同参画の議論もこうありたいと思う。

会議の進行役＝ファシリテーター
主体性と生産性を引き出す役

グループ演習
「コロナ禍で何が変わったか？」
５分間交代でファシリテーター役

１．発言者が偏ったり極端な意見に偏らない事
２．自分自身の熱意もしっかり表現する事
３．元気がない斜に構えている人には正面
から思いを伝える事
４．個人攻撃を回避し常に目的と場を
重んじる事
５．明るく元気にさせ、和やかにする事

１．冒頭でどこまで話し合うか明示
２．意見が出やすいように「切り口」を提示
３．最後に話し合った内容を「まとめ」て
メンバーと共有

一体感を作る

４．拍手して、終了

グループ演習「コロナ禍で何を学んだか？」
見える化（議論を整理する）
１０分間交代でファシリテーター役
ピラミッド
マトリックス
１．はじめとまとめをしっかりと提示
２．適切なツールを活用し意見を引き 見える化
して
出したりまとめたりする。
時間軸
３．ホワイトボードを使って見える化 共有する
ツリー
●
４．メンバーに見える化のアドバイスや
サークル
支援を依頼
グループ演習
「2021 オリンピック・パラリンピックの開催」
１．ファシリテーターと板書役を決める
２．全員、講師の指示で６つの帽子を被り分け
意見を言う
３．他のメンバーはコメントしない
４．板書役は全ての意見をホワイトボードに書く
５．最後に、全ての意見からグループの結論を出す

議論を
活性化

●
● ●
● ●
●

「六つの帽子」の通常の使い方
黄（プラス思考）➡ 黒（注意点）➡ 緑（新し
い考え方）➡ 白（情報提示）➡ 赤（主観的
感情）➡ 青（思考プロセスのまとめ）

７

2020 年度 豊川市パートナーシップ推進出前講座

相談支援をしている人のための資質向上講座

DV、ハラスメント、虐待など

支援のポイント
2020/7/23 13:30～15:30 ウィズ豊川
講師：かけこみ女性センターあいち
スタッフ
参加：１０人
無料

2021 年 5 月、内閣府は 2020 年度のドメスティックバイオレンス（ＤＶ）相談件数の速報値は１９万３０件で、過去最
多となったと明らかにした。１９年度の１１万９２７６件から１・６倍に急増。新型コロナウイルス感染拡大に伴う
外出自粛や社会的ストレスの増加が要因になったとみられる。
豊川共生ネットみらいは、コロナ禍のこうした状況を予測し相談支援者の増加と支援者の資質向上をめざして、連携
団体のかけこみ女性センターあいちに講座開設をお願いした。

相談支援対応の留意点
① 自分の価値観を押し付けないこと
② 自己決定するまで「待つ」こと
③ 二次被害を与えないこと

支援とは・・・選択肢を探す手伝いを
すること
・相談者がＮ Ｏ と言える
信頼関係をつくること

ＤＶ被害者支援の実際
離婚
弁護士事務所への同行
家裁への同行
生活支援 生活保護費受給申請
民間基金活用
住居の確保
保証人いない場合
施設利用
母子生活支援施設
婦人保護施設（愛知県女性
相談所経由）

相談支援内容 （メール・電話・面談）
避難場所・メンタルサポート 子どもへのサポート

参加者全員で考えよう！
① 被害者、加害者が精神症状を持っている場合
の対応
② セックス行為を愛情と思っている場合の対応
③ 支配されていることがわかっても認めたくない
場合の対応

８

2020 年度 豊川市男女共同参画協働型事業「自分と相手を尊重した、人間関係づくり講座」
2020/11/24 12/1 両日とも 10:00～12:00 豊川市勤労福祉会館
参加延べ 31 人 託児 5 人
無料
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

わたし、おんなだから・・・
わたし、おかあさんだから・・・
社会構造の中にも、女性の性別役割（ジェンダー）が見える

～あるべきと言われてきた、女の役割
（ジェンダー）
◆ 妻・・・家事。夫の仕事がうまく
いくように支える。
◆ 嫁・・・舅姑につかえる。
◆ 母・・・子育て。無償の愛。
家族の潤滑油。
◆ 女・・『控え目でおとなしい』を
わきまえる。でしゃばら
ない。つくす。

ジェンダーという枠に、はまらないといけない
苦しさ
は
自分で自分を縛っているのかしら？ありのままの自分はどこに
あるの？わたしは自分をきちんと知りたい。自分の人生を生きたい。

自 己 尊 重 し よ う ！
「わたし」を表す言葉をいっぱい持ちましょう！
多様な自分を見つけましょう！
「わたし」は「わたし」をこれでいいやと認める大切な人が自分。
自分で自分を養うことができます。
不快な気持ちになりたくないけど、感じないようにしてはいけません。
そうすると、嬉しい楽しいの気持ちも感じなくなりますよ。
不快な気持ちだと思った時、もう気持ちが切り替わっています。
できごとや相手にどう対処するか、いい考えが浮かびます。
「わたし、よくやった」
「いいね」
「大丈夫」と自分に言ってください。
「わたし」が「わたし」をほめましょう！

気分
よい

悪い
時間
起きて寝るまでの感情曲線を書いてみよう！

９

愛知県福祉局 DV 理解出前講座

男がすたるって何だろう？
～男女間の対等な関係性を求めて～
2021/1/30 13:30～15:30 ウィズ豊川 参加 １１人
無料
講師：加藤佐紀子 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

あんな奴に好き勝手させたら、男がすたる
言われたままになっていては、
ここで助けなければ、
このまま黙って引っ込んでいては、
ここで頑張らなければ、
・・・・・・

豊川共生ネットみらいは「ジェンダー平等」を考える時、
『男女の関係性』に注目すべきだと考えます。
『関係性』の
最悪な事態がハラスメント・虐待などの事件として露呈しているのです。創立以来、実際にＤＶ被害当事者の支援か
らわかってきたのが『男女の関係性』のあり方に問題があるということです。そこで、例年は女性のみの参加でした
が、今回は男性の参加も促し、開催しました。

講師の話

【当日のスケジュール】

みらい会員３人の意見発表

質疑

①被害者目線で見る加害者像
②加害者プログラムから見えた加害者像
③加害者性からの脱却（ 男性ジェンダーの生きづらさ）

話合い

「ジェンダーのダブルス
タンダードから DV へ」
＊ジェンダーのダブルスタ
ンダードとは・・
男女に別のルールを課
すこと

ジェンダーとは・・・産着から戒名まで、世の中の事柄、人格、特性、ふるまいを男・女に結びつける
男の何がすたるのか… ジェンダーのダブルスタンダード
(男女に別のルールを課す)
ジェンダーを根拠に自他に持った期待（左記の『男らし
さのイメージ』
）が裏切られると、
『男がすたる』
➡ 怒り ➡ DV ハラスメント
男は守らなければならない 戦って勝たなければならない
…… ➡ 加害者 支配
女は守られなければならない 戦って勝ってはいけない
…… ➡ 被害者 被支配
男(女)が 女(男)に想定したジェンダー規範を裏切られた
…… ➡ 被害者（加害者の被害者意識）
１０

男らしさのイメージ
強い、たくましい、積極的、判断力が
ある、理性的、自分を持っている、決
断⼒があり⾏動⼒にあふれ、背も⾼く
体格もがっしり。しかも知的で稼ぐ⼒
がある⼈

➡リーダーとなり、人を導く
参加者の声
今、夫は妻の私を見下している。会話が成
り立たない。夫は実母には優しい。マザコ
ン夫だと感じる。発表で「
『自分が帰る家』
とは、自分の翼を休める場所であり、安全
で居心地の良い場所のはずだ」と言われた
が、泣けてきた。

2020 年度 豊川市男女共同参画協働型事業「自分と相手を尊重した、人間関係づくり講座」

2020/10/10 10:00～15:00 豊川市勤労福祉会館 参加延べ 15 人 うち午前のみオブザーバー参加女性４人
講師：濱田智崇
京都橘大学准教授
「カッコイイ」男の人生を実現するためには「強さ」が必要
ＪＭＣＦ日本男性相談フォーラム理事
無 料
参加延べ１５人 午前のみオブザーバー参加女性４人
男性限定
無料
江戸の庶民は男性も子育て

男の鎧、着てて楽ですか？

明治以降の近代化で、男は職業、女は家庭で家事育児
富国強兵策で、
戦後の男性は

男性は戦争、女性は国を守る
「企業戦士」

① バブル崩壊までの「カッコイイ」
人生で「男性性」を実現するのが、カッコイイ男

(1)優越志向

男
性
性

他者に比して優れていたい、他者に対して優位に立ちたい

(2)所有志向
多くのモノを所有したい（モノには「女」も含むことがある）

(3)権力志向
権力を握りたい、他者を自分がコントロールしたい

カッコ悪い男
(1)人に負ける
(2)所有物の価値が低い
(3)人に従う側

カッコイイ男の人生を実現するためには強さが必要
カッコ悪い男にならないように必死で戦う
(社会から親からのプレッシャーあり)
他者を蹴落としたり、暴力性を持ったり・・・
弱い自分が認められない

② 高度成長期
努力すれば、誰でもそれなりに カッコイイ男
の人生が送れるような気がした。 ガンバリズム

弱い＝「カッコ悪い」奴は努力が足りない（余計にダメな奴）という強固な思い込みが形成される

③ バブル崩壊以降から現在(雇用悪化）
「優越・所有・権力」系カッコよさ（親世代の価値観）が支配
女性からの要望（家事・育児参加など）の声は大きくなっている
スマートにコントロールするのが現代的なカッコイイ男
同調圧力で対処してしまう

現実とのギャップが生きづらさを生む
自分の本音や見たままの現実を抑圧して生きざるをえない現代。
身を守るために、 ますます鎧は厚くなる。

結局、
「カッコイイって」何でしたか？グループワーク後のアンケート
収入の低い男性は結婚相手として選ばれにく
自分の価値観と一致すること
幻想
自分らしくあること
い
理想が現実となった状態
自分なりの「カッコよさ」を追求すること
結婚後の家計は夫が支えるべきだ

１１

生きづらさを改善するために
①「かくあるべし」には自分の隠している
感情が裏打ちされている
大義名分や正論を振りかざす時
怒りや願望を相手になげかける時
② 感情共有するコミュニケーション体験で
自己防衛する自分を知る
無意識の不快感・葛藤の閉じ込める
過度の一般化・相手の心の読みすぎる
相手の強い感情に振り回される
③ 感じていること、伝えたいことは、
主語を「私」にして思う・話す
自分自身に問う時にも

