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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も登
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 

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 

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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年に一度のビッグイベント、いわて男女共同参画フェスティバル。

今年は６月 １ ５日（日）に開催いたします。気になる基調講演の講師

など、詳しくは５月発行予定の「いわて de ともに通信 No.２６」でお

知らせいたします。ご期待ください！ 

０１ １ 年夏に１ ０００人以上の学生が岩手に来てくれて、このタイミングを逃さずに支援の軌道を作って

行かなければという思いがあり法人を設立しました。「若者達自らが参画するという主体性を育んで 

いくことで、“次の世代”が社会に出ていくための土ならしをする存在になる。そして“次の世代”が地域や

人のつなぎ手として種を蒔き、また耕し始める」この循環に大きな価値があると思っています。 

災された方達は、体験もこの先思い描いている生活も多様で、変わっていくものと、一方で変わらな

いものとがありあります。「希望が叶えられる土壌が少しずつ整ってきた時、そこに若い力を加わえ、 

一緒に夢に向かって歩いて行ける存在になりたい」と考えています。人々の思いや背景、人となりなどが尊

重されないと、いい意味での復興にならないと思います。その土地の人達の思いがきちんと表に出てき

て、その人達自身が継続的に続けていけるようなものになる必要があるのかなと思っています。 

までは、支援や復興の場に若者のパワーを効果的に結び付けていくことを前面にやってきましたが、

これからは若者達が地域の中で学ばせていただく立場になるだろうと思っています。 

学生達自身が地域を体感しながら人々の思いとどのように協働していくのか、若者の力を活かしてもら

えるか、どういう組み立てができるかを一緒に考える立場になって、有意義な発言をしていきながらやっ

ていくのがこれからの活動になると思います。 

者達が発信し始めたことに価値があると信じ、タイミングを逃さずやってきて良かったと今振り返り

思っています。２０代のうちにやれることを、これからも一生懸命やっていきます。 

 

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.a i ina . 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。 

みなさんの幸せを感じるときって、どんなときですか？ 

個人的には、“コーヒーの香り”を鼻先に感じたとき。その香りを胸の奥深くまでゆき渡らせようと深～く息を吸

い込む。もちろんさり気なく。そして、う～ん幸せとにんまり。これもあくまでも何気なく。まさに「幸福度メーター」

上昇中といったところです。 

今日もこのささやかな幸せを感じながらがんばることにしましょうか！ 

私達は幸せっていうと大げさに構えがちですが、“ちっちゃなことでいい”って考えてみたらどうでしょう。 

「自分だけの小さな幸せ」をたくさん見つける。それをかき集めたり、積み重ねたりすると幸福度がアップする。

そうすると幸せな人が増えていく。こうやって、人類みなが幸せになっていく！！ 

まあ、なんて大きな野望なんでしょう！ ！  （N） 

当センターでは、アイーナ６階団体活動室に男女共同参
画に関する書籍や行政資料、映像資料などを配架してい
ます。貸出期間は２週間、貸出冊数は個人５冊、団体２０冊
までです。詳しくは当センターHP「新着図書」から利用案内
をご覧ください。 

おすすめ図書 

図書コーナーからのお知らせ 

『心の整理手帳』  水野 順子 著 

感情をリセットする方法を学んで、気持ち

に振りまわされない毎日を過ごしませんか？ 

『ＬＧＢＴＱってなに？』 ケリー・ヒューゲル 著 

多様な性的指向の人々が前向きに生活

していくための知識を提供する入門書。 

『日本のジェンダーを考える』  川口 章 著 

ジェンダーを切り口に教育、結婚、雇用な

どを考えるきっかけになる本。 

震災からまもなく３年が経過します。緊急時から復興に向け段階を踏みながら、岩手県内でのさまざまな団体や人の活動が今

後の復興モデルとして継承されていくことと思います。その中で大学生をはじめとする若者たちの活動のいくつかをご紹介します。 

子どもの勉強の遅れを心配する保護者の声 

をきっかけに、２０ １ １ 年 ９月に山田町からスタート

し、１ ２月には盛岡市でも活動を始めました。 

現在（山田町２カ所、盛岡市 １カ所）は小学生から高校生を

対象に毎週土・日曜に勉強会を開催しています。盛岡では、

「受験生の部」と「小中学生の部」に分け、勉強しやすい環境

づくりを心がけています。 

講師は県内の学生、社会人だけではなく、県外短期ボラン 

ティアなどにも参加していただいています。また、学校の長期休 

暇にはキャンプを行うなど、イベント企画にも力を入れています。 

活動を始めた当初に比べ、子ども達は様々なことに積極的

になったように感じます。勉強以外の悩みなどを相談すること

も増え、心のサポートの面も担う活動になってきています。今

後も、子ども達が安心して集まれる居場所づくりを継続してい

きたいと考えています。子ども達がこの活動での出会いや経

験を通じて、将来への希望や夢を抱けるよう、今後もさらに活

動に力を入れていきます。（学習支援チーム部長：衛藤優さん） 

被災地の仕事が復興することで、雇用が生ま

れ、岩手が元気になっていくことに繋がるものと考 

え、被災地企業の商品の受託販売を中心に活動中 

です。キャッチフレーズは岩手の頭文字をとって、「いまこそ わ

たしたち てをつなごう」。被災地の企業の商品を広く知って

いただき、買っていただくことで少しでも復興の力になれるの

ではないかと考えています。最初は９名でスタートしましたが、

今では男女２３名で部署を設けて活動しています。 

震災から３年目になり、風化を感じることもあります。「被災

地への目」を絶やさせないように、今後も県外での販売を予

定しており、来年度の企画や計画も検討中です。また県内外

での他団体との連携やコラボにも力を入れていきたいと考え

ています。販売商品は、奇跡の一本松で有名な「高田松原の

松」を使ったキーホルダー、宮古市就労支援施設のシフォンケ

ーキやコーヒーなど他にも多数取り扱っています。県内外イベ

ントで私達を見かけたら取扱商品を手にとっていただけたら嬉

しいです。（復興 gi r l s＆boys*サブリーダー：八戸健成さん） 

２０ １ １ 年 ３月の震災直後に盛岡を拠点

とし、被災地支援団体SAVE I WATE が

発足しました。同年９月に、岩手大学生を

中心メンバーとする学習支援チームが 

スタートしました。 

２０ １ １ 年 ５月に岩手県立大学の女子学

生を中心に発足。発災後に内定取り消し

された同世代の学生の姿に直面し、企業

活力の復興、被災企業の支援を目的に 

活動をしています。 

２ 

被  

今  

若  

ＮＰＯ法人いわて GINGA－NET代表 八重樫綾子さんへインタビュー 

任意団体を経て、 

２０ １ ２年２月ＮＰＯ法

人格取得。岩手県立

大学ＯＢ・ＯＧを中心

に設立。学生ボラン

ティアのコーディネー

トや人材育成、全国

の大学間のネットワ

ークづくりに取り組ん

でいます。 

ＮＰＯ法人 
いわてG I NGA-NET 
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国の各分野における防災・復興指針が示される中で、個としての私達は未来に何を伝え、何を遺しますか。 

岩手県男女共同参画センターでは、来る２月２３日(日)に陸前高田市で開催する「女性たちが描く１ ０００年後の未来へ－

映画＆トーク in 陸前高田」事業を通し、１ ０００年に一度というこの災害から何を学び、１ ０００年後の未来へ何を遺したいのか

を皆さんと一緒に考えます。 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊  

昭和３１年から１ ５年間、田野畑村で開拓保健婦から保健所保健婦として活躍された岩見ヒサさんの行動には未来への眼

差しと強い意志を感じます。現在９６歳の岩見さんに寄稿をお願いしました。 

岩手県男女共同参画センター／岩手県高齢者社会貢献活動サポートセンター共催事業 

「ふるさとは負けない！」 

 

河野和義さん 
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津波で壊滅的な被害を受けた陸前高田市。この街で老舗企業として地元に根付

いている河野和義さんに、震災をどう乗り切り、立て直したのかをお話していただき

ました。ものづくりへの信念、リーダーとしての街作りの取り組み、そして“ふるさとで

生きる”という意味を熱く語る河野さんから、たくさんのパワーをもらい、心に湧き上

がるものを感じたセミナーになりました。 

 

２月 １ ２日 （水） アイーナ 8階研修室８１２  

岩見ヒサさんのインタビューも収録したドキュメンタリー映画『１ ０００年後の未来へ－3.11保健師たちの証言－』の
無料上映会を下記日程で開催します。 

「女性たちが描く１ ０００年後の未来へ－映画＆トーク in陸前高田」 

開催日時 ： 平成２６年２月２３日(日) １ ２時～１ ５時３０分 

会 場 ： キャピタルホテル１ ０００、カメリアプラザホール(陸前高田市) 

第 1 部 ： 映画『１ ０００年後の未来へ－3.11保健師たちの証言－』上映 

（無料／入場整理券配布中） 

第 2 部 ： 対談「女性たちが描く１ ０００年後の未来へ－被災地からのメッセージ」 

宗片惠美子さん（仙台市／NPO法人イコールネット代表理事） 

鈴木るり子さん（岩手看護短期大学教授） 

坂 口 奈 央さん（フリーアナウンサー） 

※整理券配布についてのお問合せ：岩手県男女共同参画センター 

■はじまり 

「田野畑村に来て、お前の持てる力を役立てる気はないか？」 

終戦後、愛する夫と一人息子が他界し自らの生死を考える気

力も失い、関西の生家の一室に閉じこもっていた私が、ふとし

た事がきっかけで自己を取り戻し、「自分にはまだ社会に注ぐ

力が残っている」と意識してようやく立ち直りかけた時、はるか

なる岩手県田野畑村宝福寺の住職岩見対山より誘いの手紙

が来た。 

岩見は亡夫の異母兄だけれども会った事はなく、夫と子が

他界してのち時々励ましの手紙はもらっていた。亡き夫のふる

さと岩手の無医村は私の働くべき処と思われて、昭和２３年、

初めて田野畑村を訪れた。 

２５年春、田野畑中学校の養護教諭として赴任、その後対山

と結婚し３人の男の子を産んで育てた。助産師としての仕事、

開拓地の保健指導にも歩き廻り、保健所に勤務。退職後は田

野畑村婦人団体連絡協議会の会長として誠意をつくし活動し

た。 

■原発反対運動の展開 

昭和５６年 １ ２月、定例県議会で田野畑村の明戸地区が原

発建設の候補地とされたことは衝撃であった。チェルノブイリ

の大事故の怖さは大方の知るところであろう。婦人団体は結

束して反対運動を展開し、私は翌５７年元旦の「岩手日報－わ

が町、わが村」欄に寄稿した（以下抜粋） 

「わが田野畑村は、国道４５号線を車で走れば久慈市へも、

宮古市へも一時間の距離である。５６年に開通予定と聞かされ

ていた三陸縦貫鉄道が廃止線となり、トンネルも路線も完成近

い姿のまま放置されてきたが、第三セクターの運営で開通の見

通しがつき喜ばしい。 

交通の便はよくないけれども、わが村には美しい海があり、

豊かな漁場がある。さらに正常な空気があり、山野がある。 

（中略）私達婦人は、こうしたわが村の川や海を汚さないよう

にと、早くから合成洗剤を使わない運動に取り組んできた。と

ころが悲しいことに、最近わが村の明戸地区が原子力発電所

の候補地に加えられて調査されたという。こんな小さな村に原

発ができてはどうなるのか。 

（中略）私達は子々孫々にこの美しい田野畑の自然を残すた

めに、団結して原発反対に奔走するだろう」 

■東日本大震災を経験して 

この度の福島原発事故を見て、つくづく怖さを感じる。現在

私は足腰も不自由で社会の為に働く力はないが、遠方より視

察に来た人達と環境保全等について懇談をするのである。 

 

岩見ヒサさん 

男女共同参画サポーター   級講座 

 

 

【受講者の感想】 

かみ合う議論を体験し、

自分たちはきちんと話し合

っているつもりでも、それが

議論にいたっていないこと

を学びました。（６０代女性） 

論点の見つけ方には、驚き

でした。まとめて意見をかみ

合わせるのは大変ですし、そ

の役目はリーダーなのだな

と思いました。（４０代女性） 

最後に全員で記念写真 

頭も体もフル回転の３日間でした。 

男女共同参画サポーターの方々が、地域で活動を推進していく為に必要なファシリテーショ

ン力、リーダー力をつける為、昨年度に引き続き、兵庫県から川端美智子さんを講師にお招き

し、演習を中心に講義していただきました。 

「ファシリテーショングラフィックを行い、話の

流れを目に見える形にする」「論点を洗い出

し、合意形成をしながら結論を導き出す」等

様々なワークショップを通して話し合いに必要

な技術を学びました。 

常に男女共同参画、ジェンダーの視点の重

要性を盛り込みながらの講義、ワークショップ

で、「協働しながら物事を進めて行く」とはど

のような事かを体感しながら学ぶことが出来

た３日間でした。 

川端美智子さん 

「コミュニケーション・ 

ファシリテーション力をつける①」 「ファシリテーション力をつける②」 

「人を動かすリーダー力をつける 

～合意形成の技を磨く～」 

会議の仕方とポイント、ファシリ

テーショングラフィック、お菓子を使

用した合意形成のワークショップな

ど、盛りだくさんな１日でした。 

話し合いの 

中で論点を見 

つけて、かみ合 

う話し合いに 

していくワークショップや、話し合

いの場のデザインやファシリテー

ションについて学びました。 

男女共同参

画の視点を持つ

必要性、自分の

中にあるジェン 

ダーについて学んだ後、しゃべら

ず（非言語）行うワークショップを

通してコミュニケーションの大切さ

を学びました。 

ファシリテーショングラフィックを行いました 

１ ２月 ４日（水） 
１ ２月 ５日（木） 

１ ２月 １ ３日（金） 

ストローを使用し３日間かけて 
行ったワークショップ 
（２日目の午後までは非言語で） 

視察に来た人たちに 
語る岩見さん 

（田野畑村 宝福寺にて） 

(株)ライフキャリアデザイン・ 
アソシエイツ代表取締役 

八木澤商店 
代表取締役会長 
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荻原直子さん 

平田ミイ子さん 

『女性が暮らしやすく、活躍できる陸前高田を目指して』 

「みんなの家」は、平成 １ ７年に岩手県で実

施したヘルパー２級資格取得者を中心に、資 

格を活かし楽しみながら助け合おうと平成  

展開中です。 

大船渡の復興は遅々たるもので、生活拠点の

住居確保が進んでいません。日が経つに従い生活

や意識に差が生じ焦りも感じます。そのような中

でも私達の活動で心に添うことができればと模索

しながら活動しています。 
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５月 １ ６日（木） 

６月 １ ６日（日） 

７月 １ ８日（木） 

７月 ２７日（土） 
北上市 

９月 １ １ 日（水） 

１ １ 月 ７日（木） 

８月 ３日（土） 
岩手町 

８月 ２４日（土） 
大船渡市 

地域開催 

いわて男女共同参画 
フェスティバル 

平成 26年度男女共同参画サポーター養成講座開催予定 
平成２６年度も男女共同参画サポーター養成講座を開催します。例年と同じように５月中旬から約 １４～１６講座を予定して

います。詳細は決定次第お知らせいたします。現在決定している事項は下記の通りです。 

１）地域開催（７月～８月予定） 

県内３地域（久慈市、岩泉町、花巻市）で地域開催を実施します。（※３地域の中から１箇所選択し参加） 

２）宿泊研修について 

岩手県青少年会館（盛岡市みたけ）での一泊研修があります。 

市町村を越えた親睦や情報交換に活用いただけますので、 皆様奮ってご参加ください。 

今年度、男女共同参画サポーターに認定された荻原直子さん（陸前高田市）、平田ミイ子さん

（大船渡市）は、以前から活動していた独自の団体で復興支援をされています。今回は、お二人に現

在の活動内容や今後の展望について、レポートいただきました。 

男女共同参画基本法制定の翌年（平成１２年）からスタートした「岩手県男女共同参画サポーター養成講座」は、平成２５年

度の講座が終了し、３９名(男性６名)が男女共同参画サポーター(岩手県認定)の認定を受けました。 

宿泊研修 

岩手県青少年会館 

岩手県の男女共同参画の施策がよく理解できた。恥ず

かしながら自分の町の男女共同参画計画を知らなかった

ので戻ったら調べてみなければと思った(３０代女性) 

地域でのボランティア活

動に活かしていけたら最高

かなと思う。活かせるよう

に自分の努力も必要だと

再確認した。震災地での支

援復興は国や市町村行政

に頼らず地域に住んでいる

私たちで立ち上がって住み

良い地域に作り上げる必

要を感じた。自分達の住ん

でる地域だもの、国がダメ

行政がダメばかり言ってい

られないと思う。みんなで

立ち上げられたらなあ～

（６０代女性） 

政策形成の場に、自ら参画することが大切である

ことが、議員さん３人のお話から十分伝わりました。

同じような立場にあってもワーク・ライフ・バランスをと

りながら活動されていることを知り勇気を持ちました

(４０代女性) 

職場の改善に活かしたいと考

えます。生活面でも学習したこと

を意識したい(４０代男性) 

地域のコミュニティが崩壊しつつある今、

これまでに学んだことを基盤にして男女共同

参画を進めていきたい(６０代女性) 

第 1回 

第 2回 

第 3回 

第 4回 

第 5回 

第 6回 

これから共に男女共同参画
社会を推進して行きましょう！！ 

⑥「開発途上国における 

女性や子どもの人権」 

藤原志帆子さん(NPO法人 

ポラリスプロジェクトジャパン代表) 

⑦「世界と日本の男女共同参画」 

藤原志帆子さん(NPO法人 

ポラリスプロジェクトジャパン代表) 

①「男女共同参画概論」 

吉野英岐さん 

(岩手県立大学教授) 

②「岩手県の 

男女共同参画の施策」 

亀井千枝子 

(岩手県青少年・男女

共同参画課総括課長) 

③「気づきのワークショップ」 

晴山玲美 

(岩手県男女共同 

参画センター職員) 
④基調講演「夢を編む」 

広瀬光治さん 

(ニットデザイナー) 

⑧「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」 

⑨「ワーク・ライフ・バランス」 

晴山玲美 

(岩手県男女共同 

参画センター職員) 

⑩「ドメスティック・バイオレンス」 

中村正さん 

(立命館大学教授) 

⑪⑫「災害と男女共同参画」 

浅野幸子さん・丹羽雅代さん 

(東日本大震災 

女性支援ネットワーク) 

⑬「岩手県における女性の 

政策決定過程への参画」 

伊勢志穂さん(盛岡市議) 

山崎留美子さん(雫石町議) 

東梅守さん(大槌町議) ⑭「研修の成果とまとめ・発表」 

吉野英岐さん 

(岩手県立大学教授) 

⑤「北欧における 

男女共同参画」 

木村さち子さん 

(ノルウェーに学ぶ会代表) 

『心に添う活動を』 

奈良勇一さん 
岩渕麻美さん 

佐藤澄子さん 
松本良子さん 

武蔵野美和さん 
江刺由紀子さん 

次なる 
ステップへ 

「まぁむたかた」は、地元＆女性ならではの

視点から、人と人、人と街をつないでいます。 

弁護士による紙芝居を使った「住宅・生活再

域に根差した計画が不可欠です。私達はこれから

も同じ生活圏の中で共に暮らしながら地域社会

の中で支え合い、長い年月をかけて乗り越えてい

かなくてはなりません。震災時には道端に咲く小さ

な花さえ辛く思えた女性達が、少しずつ花や植物

とも向き合えるようになり、心の豊かさを取り戻し

てきています。 

今後は子育て・働き世代の女性達の声を十分

に復興計画に届けながら「私達は生きていて良か

った。これからもここで生きていきたい」と言えるよ

うな“思い”を発信していきたいと思います。 

 

 

建のための勉強会と相談会」を開催し、複雑な支

援制度を分かりやすく解説しながら、ニーズに合わ

せ個別相談にも応じています。 

また、震災によるコミュニティの解体や地域のつ

ながりの希薄化が進んでいるなか、住民が参加し

ながら交流でき、互いに支え合える場として「アロ

マサロン」「健康・栄養セミナー」や、その他各種イ

ベントなどを開催しています。今後は、市内女性団

体の連携促進事業・情報発信事業に力を入れて

いきたいと考えています。 

被災地は現在、緊急支援期から生活再建期へ

と移り変わってきていますが、復興に至るにはまだ

まだ多くの課題があります。復興計画が決められ

ていく過程には、生活や暮らしのことなど地域の

生活実態を把握し、熟知している女性の視点と地

１ ８年に結成されました。資格を活かして「できないこ

とは手伝ってもらい、できる事は手伝ってあげる」。

そして仲間づくり、助け合いの活動を行う傍ら、  

生活支援や介護保険などの学習も行っています。 

震災後は生活支援物資の受け入れと支給等を

行いました。特に、フィンランド在住の日本人のお

母さん達からの液体ミルク提供は、常温でそのまま

で飲ませることができ大変助かりました。また、ぞう

きんや人形、袋物などを手作りし販売を行い収入

へとつなげました。現在も心の居場所提供という

意味からおしゃべりも楽しめる手作りカフェを運営

しています。新事業として新座市の子育て支援ネッ

トワークの指導を受け、子ども（乳幼児）の預かり合

いをプラスした新しい子育て支援「なかまほいく」を
液体ミルク・絵本・衣類配布

と絵本の読み聞かせ 

手づくりメンバーの作業 

健康で美しくなれる調理教室を開催  

（横田中学校仮設住宅美人の会） 
第 1回東北復興祭での 

アロマサロンの様子 

なかまほいく 

クリスマスツリーの手づくり風景 
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このセミナーはＤＶの理解と防止及び、支援の啓発のため「女性に対する暴力をなくす運動週

間」に合わせ、毎年開催しています。今年度は、土井裕さんに講演をしていただきました。臨床心理

カウンセラーの知見からＤＶが起こる原因、特徴などをわかりやすく解説していただいた他、ＤＶの基

礎知識と支援の姿勢はどうあるべきかを具体的に学び、自分達で何ができるか、ヒントをいただき

ました。また、実際のカウンセリング事例を挙げ、症状や対応を聴くことができ、ＤＶ被害者への周り

の理解と支援が大事であることを感じました。 

土井さんが特に強調していたのは、「常に寄り添うという心を持つこと」でした。当事者と同じ目線で向き合うことを学び、

参加者からは「これから何か力になれるときがきたならば、活かしていきたい」などというアンケートでの声がありました。 

久
慈
市
発 

【地域における男女共同参画サポーターとの協働事業】 

１ １月２４日（日）、久慈市で開催された標記事業は、当センターのネットワーク事業として、地域における男女共同参画サポータ

ーとの協働事業実行委員会、久慈市、県、当センターなど多くの機関が連携・協働して行われました。 

８月に行われた第一回企画会議は全くのゼロからのスタート。男女共同参画サポーター、久慈市を中心とした実行委員会で何

度も会議を持ち、カタチにしていきました。 

この事業企画時に掲げていた“男性の参加率を上げる”という目標を達成させるため、講師に落語家の桂文也さんを招き、

「男女共同参画基本法」、「ジェンダーについて日常の事柄」を交えた講演と落語を、そして第二部では久慈市で活躍されている

方々をパネリストにお迎えし、パネルディスカッションが行われました。 

 実行委員として参画した男女共同参画サポーターの皆さんも、“実行委員会が立ち上った当初は本当に開催できるか不安だっ

たけど、カタチになってうれしい”と当日はスタッフとして忙しい中にも、充実感を得る場面も多かったようです。 

 また、当初目標としていた男性参加率も３０％を越え、参加者からも、非常に充実した一日だったとの声をたくさんいただきました。 

― 5 ― 

『ＤＶ被害者に寄り添う ～支配とコントロールからの脱却を支えて～』 

 

１ １ 月 １ ３日（水） アイーナ 8階会議室 804A 

家庭を持っても仕事を続けたいし、子育ても楽しみたい。自分らしく輝いて生活を

したい。多くの人がそう望んでいますが、簡単にはいかないのが現実です。 

そこで、仕事も子育ても現在進行中の働くママに、どんなやりくりや工夫をして

いるのか、ワーク・ライフ・バランス推進セミナーで事例発表をしていただいた小野

寺洋美さんに働き方を伺いました。 

土井裕さん 

講演をしていただいたのは、日経ＢＰ社「ウーマン・オブ・イヤー2013」リーダー部門で大賞を受賞さ

れた、諏訪貴子さんです。新しい社風を構築し、育児と経営を両立させる若手女性経営者として活躍

中の諏訪さんは、仕事を楽しくするためのポイントとして、行動・習慣、心構え、ストレス解消の３つを

挙げています。社員がやりがいを感じ楽しく仕事をすることは、個人のワーク・ライフ・バランスを図る

ためにも大切なことであり、それが会社の利益や人材確保につながるというお話に納得しました。 

岩手朝日テレビ総務部副部長の小野寺洋美さんの事例発表では、一人の働くママの視点から、

子育てと仕事を両立するための工夫や奮闘ぶりが伝わり、経営する側にとっても働く側にとっても参

考になるお話でした。 

公益財団法人いきいき岩手支援財団 

岩手県男女共同参画センター 
共同主催 

『専業主婦から社長へ ～町工場の経営改革と人材育成～』 １ ２月 １ １日 （水） ホテルメトロポリタン姫神の間 

諏訪貴子さん 

Ｑ．結婚、出産を迎えたとき、仕事をやめようと考えたことはありましたか？ 

全く考えたことはありませんでした。最初から両方望んでいましたし、私

の母も姑も、ずっと仕事を続けてきた人なので、身近にそういう働く女性が

いたことは、私にとって自然なことだったのかもしれません。 

Ｑ．仕事に復帰して働き方は変わりましたか？ 

フルタイムで勤務していますが、会社の規定にある「所定外労働免除申

請」をして、定時退社をしています。育休の間は、働き始めたらどうなるのか

想像がつかなかったのですが、職場の上司に「まず、やってみたら？辛いよう

だったら、そのとき働き方を考えよう」と言われ、この形で勤務しています。 

Ｑ．子育てと仕事を両立するうえで、何が必要だと感じていますか？ 

職場の環境として大事だと感じていることは、情報の共有です。いくら制

度があっても、職場の方の理解がなければ気持ちよく働くことができませ

んし、復帰もスムーズにいきません。例えばこの人は今、子育てで忙しいと

か、介護で大変だなど、情報を共有しながらお互いに支え合う気持ちが大

切だと思います。 

Ｑ．働くママに、アドバイスをお願いします。 
自分の仕事の“マニュアル”を作成しておくことをお勧めします。結婚や

出産だけではなく、例えば万が一急病や事故などで入院したりすることが

起こったときに、業務が回らないということがないように備えておくこと

で、引き継ぎがうまくいき、精神的にも負担は少なくなると思います。 

働くママは、その人によって様々な境遇があり、ひとくくりにできないと思

いますが、会社や家庭の中で、ちょっとした工夫などまだまだできることは

多いと感じています。それが問題解決につながると思います。 

Ｑ．生活の中で心掛けていることは何ですか？ 

まずは、自分と家族の健康が第一。みんなが元気でいることを基本に生

活をし、自分の時間を増やしていきたいです。無理せず工夫しながら、周りに

支えられながら、前向きに仕事にも家庭にも明るい気持ちで取り組んでい

きたいと思います。また、職場では“育休の先輩”として気遣いをすることを

心掛けたいと考えています。 

A. 

A. 

A. 

A. 

A. 

小野寺さんの 一日 

７:００ 

起床 簡単な朝食 

子ども起床 着替え・食事・ 

保育園の準備・夕食の準備 

8:００ 後片付け 身支度 

8:30 保育園へ送りながら出勤 

9:30 勤務開始 

12:00 昼食（夫が作るお弁当が多い） 

買い物（食材） 用事（クリーニング、

銀行など） 

 
13:00 午後の勤務開始 

18:00 退社 保育園へお迎え 

（夫が迎えに行った場合は直帰） 

18:40 帰宅 夕食（夫が準備） 

後片付け又は子どもと遊ぶ

（夫と手分けして） 

 20:00 入浴 子どもをお風呂に入れる 

21:00 寝かしつけ 

部屋の掃除と洗濯 

元気があれば自分の時間 

 22:30 就寝 

6:3０ 

小野寺さんへ Q＆A 

 

政府の有識者会議がまとめたワーク・ライフ・バラ

ンスの現状を点検した報告書では、進んでいないも

のの一つとして、「第一子出産前後の女性の継続

就業率」があります。妊娠前に働いていた女性の６

割が出産後に仕事をやめており、この割合は約３０

年前からほとんど変わらず、改善がみられないとい

うことです。 

内閣府の調査では、仕事の継続を希望しながら

退職した女性が、継続に必要な条件として挙げた

のは、「①子どもを認可保育園などに預けられる」

「②短時間勤務など仕事と育児の両立支援制度」

「③職場での両立への理解」でした。これから益々

社会は女性を含む多様な人材が必要になり、その

ためには職場の意識改革や働き方を企業全体で変

えていくことが重要な課題になってくるでしょう。 

出産しても働き続けることのできるしくみが必要 
小野寺さんの会社ではこんな取組をしています 

小野寺洋美さんプロフィール 

岩手朝日テレビ総務部副部長と

して、毎日忙しい日々を過ごしてお

り、１ 歳 ６カ月の男の子のお母さん

でもあります。 

ご夫婦の連携の良さやおじいちゃん、おばあちゃんの協力など両立支援の環境に恵まれている

小野寺さんですが、何より仕事を続けたいという強い思いと、お子さんの笑顔が頑張れるエネルギ

ーになっているのではないでしょうか。 

お話をお伺いして・・・ 

札幌ストレスカウンセリング 
銀のすず主宰 

ダイヤ精機株式会社 
代表取締役 


