
 

相談室のご案内 
さまざまな悩みについて相談員が一緒に考えます。相

談は無料です。秘密は厳守します。 

（ただし、お電話の際の通話料は相談者様のご負担

となりますので、ご了承ください。） 

相談室専用電話 ☎019-606-1762 

●一般相談 

面接（要予約）・電話相談です 

月・水・木・土・日 9:00～16:00 

火・金 9:00～20:00 

（第 2土曜日は 13：00 までは電話相談のみ） 

●女性のための法律相談 

女性弁護士による面接相談（要予約）です 

毎月第 3木曜日 10:00～15:00(１人 40 分) 

●男性相談 

男性相談員による面接（要予約）・電話相談です 

毎月第 2土曜日 10:00～13:00(１人 45 分) 

●インターネット相談 

アイーナ HP http://www.aiina.jp/ 

「用途から探す」→「相談」をクリック 

※当センターは「配偶者暴力相談支援センター」に

指定されています。 

岩手県男女共同参画センターでは、県内の男女共同
参画関連の各情報などをホームページに随時掲載し
ています。掲載希望の方は当センターまでお知らせく
ださい。また、本紙面のご感想、主催事業、施設利用
に関するご意見もお待ちしています。 

みなさんからの情報、感想、ご意見をお待ちしています 

E - m a i l：danjo@aiina.jp 

U R L：http://www.aiina.jp/danjo/index.html 

渥美由喜著／日本経済新聞社 

育児に取り組む男性、「イクメン」。その意義
やメリット、仕事と育児・家事を両立する仕
事術、家事や育児のコツ、そしてイクメン・ラ
イフの楽しさや苦労などを著者やその他の
イクメンたちの実体験を基に、ストーリー形式
で楽しく紹介しています。 

図書コーナーからお薦めの 1冊 

岩手県男女共同参画センター 
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通 1-7-1 
いわて県民情報交流センター（アイーナ）6階 

TEL 019-606-1761 FAX 019-606-1765 
URL:http://www.aiina.jp/danjo/ 
E-mail:danjo@aiina.jp 

開館時間 月・水・木 9:00～19:30 
火・金 9:00～20:00 
土・日 9:00～17:30 
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６月１５日（日）10：00～15：30 いわて県民情報交流センター（アイーナ）各会場 

６月は“いわて男女共同参画推進月間”です。これにあわせ、当センターでは「いわて男女共同参画フェスティバル」を開

催します。「男女共同参画」への興味関心を持つきっかけや、理解を深める機会となるよう、基調講演、分科会、パネル展

示など盛りだくさんの内容で皆様をお迎えいたします。 

今回のサブテーマにあるように、一人ひとりが「ワタシ」から始まる「男女共同参画」を進めていけば、大きな輪となり、よ

り多くの笑顔につながっていくのではないでしょうか。もともと“フェスティバル”には“祝祭”という意味があります。肩肘

張らず、楽しく参加していただき、老若男女を問わない「笑顔のいわて」をすすめるきっかけにしていきましょう !  

職業・落語家、生き方・尼さん―――。 

基調講演は落語家であり、天台宗の尼僧でもある露
つゆ

の団
まる

姫
こ

さんを講師にお迎えします。

「女流という枠にとらわれず芸によって性差を超えられる名人になる」という大きな目標を

持って、プロの噺家としてお客さんに笑いを届け、尼さんとして仏教の魅力を伝えている団
まる

姫
こ

さん。家庭では、太神楽曲芸師でクリスチャンのパートナーさんと一緒に、先月４月２２日

に生まれたばかりの赤ちゃんの世話に奮闘する新米ママさんでもあります。 

今回のテーマは「プロと尼
アマ

と妻とワタシ ～自分らしく輝いて～」。さて、どんな話（噺？）が

飛び出すか、お楽しみに！！  

通勤にバスを利用して数年が経ちます。僅かな距離での車内で

すが色々なできごとに出会える小さな世界です。乗客の様子を見

ていると黙って降りる人、「どうも」「ありがとう」と言う人、ペコリと

頭を下げる学生さんなど様々です。運転手さんもまた個性があっ

て、黙々と安全運転のみに徹する人、車内放送で注意を呼びかけ

る人、一人ひとりの乗客に「ありがとうございました」という人など

がいて、さて今日の運転手さんは何タイプかしらとバスを待ちなが

ら思ったりしています。 

帰宅時のいつものバス停で降りようとした時のことです。「お疲

れさまでした」と運転手さんから声をかけられました。思いもかけな

い言葉にびっくりして「ど、どうも」の言葉しか出てきませんでした。

家に着くまでの間、私きっと疲れきった顔をしていたんだなあと思

いながらも、とてもとても幸せな気持ちになりました。（Ｍ） 

岩手県男女共同参画センターの講座・イベン
ト情報や県内外の男女共同参画情報をまと
めて毎月 1 回（第 3 木曜日）、お届けしていま
す。右の QR コードを読みとって、空メールを送
っていただくだけで、登録できます。または、当
センターホームページの登録フォームから登録
できます。 

岩手県男女共同参画センター 
メールニュース 

3 

3 

復興庁男女共同参画班 

岩手県環境生活部若者女性協働推進室 

岩手県男女共同参画センター 

パネル展示（3団体） 
5 

分科会（5分科会） 
岩手県女性団体連絡協議会 

岩手県人権擁護委員連合会男女共同参画社会推進委員会 

いわて男女共同参画サポーターの会 

岩手県環境生活部若者女性協働推進室 

復興庁男女共同参画班・岩手県男女共同参画センター 5 

妻、一児の母、そしてワタシ 

ア
マ 

落語家 露
つゆ

の団
まる

姫
こ

さん 尼僧 春香さん 



  

 

岩手県環境生活部 

若者女性協働推進室 

鈴木浩之室長 寄稿 

男女共同参画サポーター養成講座が５月２０日（火）からスタートします。この講座は平成１２年から始まり、昨年までで

７６９名の男女共同参画サポーターが誕生しました。その皆さんが、独自の活動をしたり、行政と協働しながら、岩手県の

男女共同参画社会の推進を目指しています。 

今年度も各市町村から推薦を受けた方が、男女共同参画サポーターの認定を目指し１０月７日（火）まで、様々な分

野における講座（全１５講座）を学びます。 

 

２０１４年３月１４日（金）カナダ大使館で、『日本－カナダ 民主主義、

多様性、災害に関する政策対話：オタワから東京へ』が、開催されまし

た。これはジェンダー・多様性・東北復興に関する日加学際研究ネーッ

トワーク(JCIRN)などの協力のもと、カナダ大使館主催で行われたもの

です。 

その会議で、陸前高田市の武蔵野美和さんがゲストスピーカーとし

て提言されました。武蔵野さんは、平成２１年度に男女共同参画サポー

ターを認定されており、陸前高田市男女共同参画推進委員でもあり

ます。ゲストスピーカーには他に、堂本暁子さん(男女共同参画と災害・

復興ネットワーク代表)、谷公一復興副大臣、佐村知子内閣府男女共

同参画局長などが出席しました。このような国際的な研究発表の場

に被災地の市民の声を届けたことは大きな意義があると思います。 

武蔵野さんは「大震災から３年が経つが、心の傷は今も消えること

はなく、むしろ表面化するものが多くなってきた。誰もが必死に日々を

生き、当たり前と思っていた明日が来る喜びをかみしめている。一人ひ

とりが明日への希望を持って前に進み、明るい未来を築いていこうと

するのは理想だが、思いをなかなか吸い上げられないのが現実だ。今

だからこそ、性別や障がいの有無、人種の違いを越え、生命の尊さ、

男女共同参画社会が必要だと感じている。地域で生きていくのは自

分たちなんだということは頭ではわかっているが、前に進めないでい

る人もいる。心の声を語る場が必要だと考えている。支えてくださる

多くの方に感謝の気持ちを持ちながら、これから生活の中で秘めてい

る自分たちの力を形にし、行動していくことが復興につながると信じ

ている」と、スピーチしました。 

復興に女性の力を―― 

女性の活躍推進の必要性が叫ばれている今、国では仕事と家庭の両立支援をはじめ様々な取り組みが進めら

れています。経済社会からみても女性の力は大事な戦力であり、これからの国づくり、地域づくりに必要な存在で

あるといわれています。女性の活躍の活性化が進むことにより、男女共同参画社会の推進も期待されています。 

国では、“女性の活躍”は我が国の成長戦略の中核であるとして、「出産・子育て等による離職の減少」「指導的地位に占める

女性の割合の増加」に向けた施策を盛り込み、具体的な取り組みを進めています。また、企業側の努力として長時間労働を減ら

し、男性が育児や家事に主体的に参画しやすい環境を整え、男女ともに柔軟な働き方を選択できることが挙げられています。 

国連開発計画のデータによると、日本は健康・教育・所得水準が世界１０位に対し、男女が平等に活躍できているかを比べる

ジェンダー・ギャップ指数をみると、１０５位という結果になっています。その要因として固定的な性別役割分担意識があります。

「女性が家庭を守り、男性は一家の大黒柱である――そんなものだ」といった意識がいつのまにか人々に浸透してしまい、現状

を作り上げ、私たちの価値観をつくっているのかもしれません。その「今までの当たり前」を社会全体で変えていくことが必要に

なってくるのではないでしょうか。 

男女共同参画社会の先進国であるノルウェーのセッツオース教育・研究副大臣は、「社会、政治の平等は家庭内の平等が基

本」と語っています。子どもが性別に関係なく夢をもつためにも、家庭での実践が大切になってきます。仕事で活躍している女性

も、家庭に専念している女性も、全ての女性が、その生き方に自信と誇りを持ち、輝けるような社会を共につくっていきましょう。 

陸前高田市 

武蔵野美和さん 

6月 2日（月） アイーナ研修室 812 

④現代社会における「男性問題」 

～男性学の視点から考える～ 

武蔵大学社会学部 助教 田中俊之さん 

⑤途上国の女子の現状とチカラを学ぶ 

 公益財団法人プラン・ジャパン 後藤亮さん 

第
２
回 

9月 8日（月） アイーナ会議室 803 

⑫暴力とはなにか ～その背景にあるもの～ 

 NＰＯ法人ハーティ仙台 八幡悦子さん 

⑬ＤＶをなくすために ～私たちができること～ 

 NＰＯ法人ハーティ仙台 八幡悦子さん 

第
６
回 

③講座、⑮講座以外はどなたでも受講できる公開講座です。詳しくは各講座のチラシをご覧ください。 

若者女性協働推進室の 
設立にあたって 

今年度も私たちセンター職員が皆様のもとに伺います 

「男女共同参画～気づきのワークショップ～」 

「仕事と生活の調和」「ドメスティック・バイオレンス

予防講座」「デート DV予防プログラム」 

◆開催予定 1 カ月前までにお申し込みください。 

2014年度出前講座 

10月 7日（火） アイーナ会議室 803 

⑭岩手県における女性の政策決定過程への参画 

 岩手県市町村町議会議員の方など 

⑮研修の成果とまとめ・発表 

岩手県立大学総合政策学部 教授 吉野英岐さん 

閉講式 

第
７
回 

6月 15日（日） アイーナホール 

⑥男女共同参画フェスティバル基調講演 

 落語家 露の団姫さん 

第
３
回 

7月 2日（水） アイーナ研修室 812 

⑦復興・減災における男女共同参画① 

減災と男女共同参画 

 研修推進センター共同代表 浅野幸子さん 

⑧復興・減災における男女共同参画② 

減災と男女共同参画 

 研修推進センター共同代表 浅野幸子さん 

⑨コミュニケーション力をつける 

（株）ライフキャリアデザイン・アソシエイツ 川端美智子さん 

第
４
回 

5月 20日（火） アイーナ研修室 812 

開講式 

①男女共同参画概論 

岩手県立大学総合政策学部 教授 吉野英岐さん 

②岩手県の男女共同参画の施策 

特命参事兼青少年・男女共同参画課長 

  亀井千枝子 

③気づきのワークショップ 

 岩手県男女共同参画センター職員 晴山玲美 

第
１
回 

7月 2日（水）～3日（木） 

岩手県青少年会館での宿泊研修 

（９０分程度：講座で学んだことをワークショップを通して 

さらに深めます。） 

宿
泊
研
修 

7月 3日（木） アイーナ会議室 803 

ファシリテーション力をつける 

（株）ライフキャリアデザイン・アソシエイツ 川端美智子さん 

ア
サ
ー
シ
ョ
ン 

地域開催 

7/12（土）久慈市・7/13（日）花巻市・8/2（土）岩泉町 

⑩先輩サポーターの活動事例から学ぶ、 

地域の男女共同参画の推進 

サポーター上級講座修了生 

各地域の男女共同参画サポーター 

⑪ワーク・ライフ・バランス 

 男女共同参画センター職員 晴山玲美 

第
５
回 

◆パネル貸出期間は最大２週間、貸出は無料ですが、

送料は依頼者の実費負担となります。 

◆図書貸出期間は最大２週間、２０冊までです。 

貸出パネル（ＤＶ予防啓発）・図書団体貸出をご利用ください 

貸出パネル・図書団体貸出のご案内 

詳しくは当センターまでお気軽にお問い合わせください。 

県では、これまでの環境生活部青少年・男女共

同参画課と政策地域部 NPO・文化国際課を統合

し、今年度新たに「若者女性協働推進室」を設置し

ました。若者女性協働推進室では、未来を担う若者

の主体的な活動を活性化させるともに、復興と豊か

な地域づくりに必要な女性の力をより一層引き出

すことを目指し、若者間のネットワークの構築や、女

性の活躍支援を含む男女共同参画社会の実現に

向けて取り組んでいくこととしています。また、NPO

活動を支援し、文化活動や国際交流など、県民の

皆様との協働が不可欠な施策に取り組むことによ

り、「希望郷いわて」の実現に寄与していきます。 

また、東日本大震災津波から３年余りが経過して

いますが、県では平成２６年度を、「本格復興推進

年」と位置付けています。この４月からスタートした

「第２期復興実施計画」では「参画」の視点を掲げ、

若者や女性をはじめとした地域住民の幅広い参画

により復興の取組を促進することとしています。 

若者女性協働推進室は、復興の担い手となる県

民の皆様の自発的な活動をサポートする部署とし

て、「若者と女性が躍動する岩手」に向けて精一杯

取り組んでいきますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 


