平成２４年６月号 Vol.１５
兵庫県男女共同参画推進本部

まもなくです
６月２３日（土）から６月２９日（金）までの１週間は、国の男女共同参画推進本部（事務局：内閣府男女共同参画
局）が定めた「男女共同参画週間」（＊）です。
平成 24 年度キャッチフレーズ

男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」。
その実現のためには、県民、地域団体・ＮＰＯ、企業、行政等の参画と協働による取組が必要です。
この機会に一度考えてみませんか？
＊平成 11 年 6 月 23 日「男女共同参画社会基本法」の公布・施行を記念して
内閣府が 6 月 23 日から始まる１週間を「男女共同参画週間」と定めました。

内閣府「『男性にとっての男女共同参画』に関する意識調査」結果発表

婦人(女性)週間ポスター展

この調査では、男性がどのような性別役割分担意識を持つかについ
て、５つの志向性が見られました。
＜主導的役割志向＞ 男女の関係性において重要事項を決めるのは自分
＜経済的役割志向＞ 家族を経済的に支えるのは自分で、妻が働くことは
期待しない
＜社会的役割志向＞ 仕事の業績を評価されたい、社会的に活躍したい
＜私的感情の抑制志向＞悩み相談や弱音などﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ感情を見せない
＜日常生活依存志向＞家事など生活全般を妻に依存し、自分がやること
を避ける
「家事は、主に妻にしてほしい」と回答した男性は４９．７％と半数近く
を占める一方、「家事は、主に自分がしたほうがよい」と回答した女性
は 61.3％に、また、「妻にできるだけ稼いでほしい」と回答した男性が
18.3％にとどまる一方、「自分もできるだけ稼ぎたい」と回答した女性は
46.9％に上るなど、男女での認識のギャップが浮き彫りになりました。

「男女共同参画週間」の前身として昭
和 24 年から、女性の地位向上等を目指
し普及啓発を行ってきた「婦人週間」及
び「女性週間」の全てのポスター52 枚を
一堂に展示します。
これらの貴重なポスターの数々は、半
世紀以上にわたる当時の世相を反映し
た“メッセージ”や“イラスト”など、懐かしく
楽しめるものとなっており、現在の「男女
共同参画」の活動へ続く歩みをぜひご覧
ください。

（問）県男女家庭課 078-362-3160

◇期間 ６月１８日(月)～７月７日(土)
◇会場 県立男女共同参画センター

■日
■会

時
場

■定
員
■一時保育
■申込方法

７月１９日（木）１３：３０～１５：３０
兵庫県民会館けんみんホール
（神戸市中央区下山手通４－１６－３）
２００名（先着順・無料）
有（要予約、無料、１歳半～就学前）
①住所 ②氏名 ③年齢 ④電話番号 ⑤一時保育
希望の有無（お子さんの名前・年齢・性別）を記載し、
郵送・ＦＡＸまたは電話にて県立男女共同参画センタ
ーまで。（TEL：０７８-３６０-８５５０ FAX：０７８-３６０-８５５８）
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竹信氏は、非正規労働激増による
貧困の広がりや、女性労働につい
て取材・
調査を続けられています。

～女性の活用が日本経済を活性化する～

女性の活用

男女共同参画週間記念事業「ひょうごフォーラム」

兵庫県・神戸市・ひょうご男女共同参画推進連携会議では、“だれもがともにいきいきと暮らす社
会”をめざし、「男女共同参画週間記念事業」の一環として「ひょうごフォーラム」を開催します。
少子高齢化が進行し、生産年齢人口が減少する中、社会経済活動の発展には女性の力が欠か
せないと言われています。そこで、今年度は、ジャーナリスト・和光大学教授の竹信三恵子氏を講師
に迎え、社会のニーズも多様化し、社会経済活動の発展になぜ女性の活用が必要かを考えます。

参加しませんか？

県内各地の「男女共同参画週間」事業の取り組み

尼崎市
（問）同市女性センター･トレピエ TEL06-6436-6331
6/30 記念事業「女同士､住むこと､生きること､創ること
〜「近居」して迎えるシニアライフ〜」
講師：川名 紀美（ジャーナリスト）

西宮市

6/30 講演会「今､語りたいこと〜結婚の才能のゆくえ〜」
講師：小倉 千加子（心理学者・評論家）

会場：同センター

芦屋市 （問）同市男女共同参画センターTEL0797-38-2023
6/23 映画会「木洩れ日の家で」 会場：ルナ・ホール
6/1〜28 啓発パネル展「ワーク・ライフ・バランス」

（問）同市男女共同参画センターTEL0798-64-9495

会場：西宮市中央公民館

伊丹市
（問）同市立女性・児童センターTEL072-772-1078
6/25 講演会「はじめての男女共同参画
〜生きづらい「私」をスッキリさせる方法〜」

会場：同センター

講師：木原 明美（同副センター長） 会場：同センター

宝塚市 （問）同市人権男女共同参画課TEL0797-77-9100
特別寄稿「男女共同参画による日本再生」 市広報誌７月号
執筆者：相川 康子((特活)NPO政策研究所専務理事)

三田市 （問）同市まちづくり協働センターTEL079-563-8000
6/23 記念事業「落合恵子講演会
−ひとりひとりが主役の社会−」

6/18〜29 男女共同参画パネル展
会場：同センター、伊丹市役所１階ロビー

川西市 （問）同市男女共同参画センターTEL072-759-1856
6/30〜7/1 パレットかわにし☆10 周年フェスタ
7/1 記念講演「悲しみも喜びも人生の糧
〜人はふれあってこそ成長する〜」
講師：柳田 邦男（ノンフィクション作家）

講師：落合 恵子（作家・東京家政大学特任教授）

6/20〜29 ﾊﾟﾈﾙ展「国際女性ﾃﾞｰ 100 周年記念「女の暦」」

会場：同センター、市民活動センター

会場：いずれも同センター

明石市
（問）同市男女共同参画課 TEL078-918-5611
6/30 まで きらめきあかしクイズラリー 市内で実施

猪名川町 (問)同市地域振興部参画協働課 TEL072-766-8783
6/27 出前チャレンジ講座
講師：中野

6/21〜30 パネル展示 JR 大久保駅橋上ｷﾞｬﾗﾘｰ
6/24 啓発チラシ入りポケットティッシュの配布

冬実（産業カウンセラー）

明石駅・大久保周辺

会場：猪名川町日生公民館会議室

加古川市 (問)同市男女共同参画センターTEL079-424-7172
6/23 記念講演会「人間関係力のつくり方」
講師：福井 正樹（NPO 法人 KiRALi 代表理事）
会場：同センター

6/17 人形劇「カリンのあたらしいおうち」
会場：あかし男女共同参画センター

6/19〜29 図書情報紙「Ｄｏｇ Ｅａｒ」企画展示
会場：同市生涯学習センター､あかし男女共同参画センター

小野市 （問）同市男女共同参画センターTEL0794-62-6765
6/23 講演会「子どもたちが安心して暮らせる社会〜
ＤＶや児 童 虐 待 予 防 にむけて私たちができること〜」
講師：森田 ゆり（エンパワメント・センター主宰）
会場：小野市うるおい交流館 大会議室

加東市
（問）同市人権教育課 TEL0795-48-3598
6/23〜29 ケーブルテレビ放映

高砂市
（問）同市男女共同参画センターTEL079-443-9133
6/18〜29 作品展「女と男の川柳・エッセイ」
会場：高砂市役所１階 市民ギャラリー「あいぽっと」

加西市 （問）同市男女共同参画センターTEL0790-42-0105
6/24 記念事業「私のライフワーク
〜母として、妻として、起業家として〜」
講師：植月 カオル（private shop MOKU）
会場：同センター

｢加東市人権ﾐﾆﾄｰｸ 心の窓『男女共同参画って何？』｣

宍粟市
（問）同市まちづくり推進課TEL0790-63-3123
6/29 男女共同参画推進講演会

姫路市 (問）同市男女共同参画推進センターTEL079-287-0803
6/28 講演会「宇宙への夢〜家族とは 生きるとは〜」
講師：山崎 大地(㈲国際宇宙サービス代表取締役）

講師：市場 尚文（小児科医・メンズリブフォーラム岡山世話人）

6/22〜7/2 絵画展「女性10人の肖像画」

市場 恵子（社会心理学講師・カウンセラー）

会場：いずれも同センター

会場：宍粟防災センター

篠山市
（問）同市人権推進課TEL079-552-6926
7/8 研修会「男女共同参画の生誕と今」
講師：勝木 洋子（大学教授）
会場：篠山市民センター

朝来市
（問）同市人権推進課TEL079-672-6122
6/23〜29 の内１日 街頭啓発、啓発チラシの配布
6/23〜29 啓発のぼり旗設置 市役所周辺他
講演会（※詳細未定）
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県内市・地域・企業の取り組み
◆～防災･減災を考える～ ワークショプを各地で開催◆

◆県・市町男女共同参画合同会議を開催(4/25)◆

県内各地域で母と子の防災・減災ワークショップをリ
レー開催します。
いつどこで起こるのかわからない災害に対する備え
は、ふだんからの取組が大変重要です。地域の防災力
向上のため、防災の現場や防災に関する方針決定の
過程に女性が参画することなど、男女共同参画の視点
を取り入れていくことが求められています。
ワークショップでは、地域特性をふまえた実用的な
『母と子の防災・減災ハンドブック地域版』を作成する
ため、地域の防災・減災について私たち一人ひとりが
できることなど、意見を出し合い、考えていきましょう。
次の日程のとおり、いずれも午後からの予定です。

市町、男女センター、県がともに考え、意見を交換

地域

日

程

会

市町と男女共同参画セン
ター、県が男女共同参画の
取組について、ともに考え、
情報交換や意見交換を行
う合同会議を４月２５日県立
男女共同参画センター（神
戸市）で開催しました。
会議には県内各地から男女共同参画を担当する７０
名の職員が参加し、県における男女共同参画の現状や
取組内容等の説明の後、市町で取り組んでいる女性の
チャレンジ支援策や DV 対策などの報告がありました。
その後、「防災と減災」をテーマにグループワークが
行われ、阪神・淡路大震災からこのたびの東日本大震
災までの経験と教訓についてのさまざまな意見が出さ
れ、これからの取組にあたって男女共同参画の視点の
重要性を改めて確認し、参加者同士が共有しました。

場

神 戸

７月 ２日（月） 県立男女共同参画センター

阪神南

７月１３日（金） 尼崎市女性センター･トレピエ

阪神北

7 月 20 日（金） いたみホール

東播磨

８月 ３日（金） 明石市生涯学習センター

北播磨

７月 ９日（月） 小野市うるおい交流館エクラ

中播磨

７月２７日（金） イーグレひめじ

西播磨

8 月 1０日（金） たつの市揖保川総合支所

但 馬

７月 ６日（金） 養父市男女共同参画センター

丹 波

８月 ６日（月） 篠山市民センター

淡 路

８月 8 日（水） 洲本市役所北庁舎

（問）県男女家庭課 078-362-3160

◆◇がんばる企業 ㈱伍魚福◆◇
【所 在 地】
【代 表 者】
【事業内容】
【従業員数】
【Ｕ Ｒ Ｌ】

（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

神戸市長田区

代表取締役社長

山中 勧
味を創造する高級珍味の製造卸

６５人
http://gogyofuku.co.jp/

社員の人生を豊かなものに
～女性社員が長く勤められるように配慮～

イーブン情報図書室より

いかなごの「くぎ煮」を登録商
標に持ち、「有馬煮」「明石だこ
のやわらか旨炊き」など高級珍
味の製造販売を行う（株）伍魚福。
神戸市長田区に本社を持つ同社
は、社員への意識調査をきっかけ
に、お客さまに喜んでもらえるこ
とばかりを考えるのではなく、社員一人ひとりが「おもしろく」
仕事をすることが大切であることに気づき、働きがいのある会
社をめざしています。
また、購買者の８割以上が女性ということで、女性社員への
配慮も忘れていません。意識的に女性社員を増やし、社内
では、女性社員が気持ちよく仕事をしてもらうため、女性専
用トイレを造り、更衣室も改装。より長く働き続けられる育児
休業の取得促進にも今後取り組む予定です。
平成１２年に業界初となる卸通販事業を始め、今では４００
種類を超える酒の肴がカタログ注文できる利便性から、全国
の酒販店やスーパーに好評を得ています。社員が豊かな人
生を送ることが会社の成長につながると信じて取り組む同
社に寄せられる期待はますます高まっています。

情報アドバイザーが選んだオススメの図書を紹介します。

『モモタロー・ノー・リターン＆
サルカニ・バイオレンス』
奥山和弘著 十月舎 （2011 年）

「男女共同参画をわかりやすく理
解できる本が読みたい」 そんな方
にお勧めの１冊。誰もが一度は耳に
したことがある昔話を題材にしてお
り、楽しみながら男女共同参画的な
生き方、社会のあり方が学べます。

『地震の準備帖』 時間軸でわかる心得と知恵
国崎信江 著 ＮＨＫ出版 （2011 年）

著者は危機管理アドバザーとして女性の視点で
の具体的な防災対策を提案しています。１年後、半
年後、１分後に起こるかもしれないその時のため
に、準備編・そのとき編・対処編として、今できる
ことがわかるやさしい防災の本です。

（問）県男女家庭課 078-362-3160
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参加者募集中の講座のお知らせ

す
べ
て

保育
付き

女性のための 再 就 職 セ ミ ナ ー
「働きたいけど自信がない・・・」「何ができるかわからな
い・・・」などと悩んでいませんか？あなたの可能性を見つけ
て、仲間と一緒に、就職活動への第一歩を踏み出しましょう！
【日時】 各日 １０：００〜１２：００
日程
テーマ
７／２ (月)
第一印象でココロをつかむ
７／３ (火) 自分自身を再発見
７／４ (水) 今の私が 未来の私 をつくる
【講師】 西村よう
美紀代（社会保険労務士・キャリアコンサルタント）
【定員】 各日２０名（先着順）
【一時保育】 無料、１歳半〜就学前まで（要予約）、各日 10 名
【申込方法】 電話・FAX または郵送にてセンター宛
※なるべく３回連続でご参加ください。

会 イーブン
場 セミナー室

男 女共同参画セミ ナー
（第 16 期男女共同参画アドバイザー養成塾公開講座）
め
６月２８日（木）

第１回 10:00〜12:00

第２回 13:30〜16:00

ワーク・ライフ・バランスを
『介護』の視点から考える

【男女共同参画概論】
男女共同参画社会とは

立命館大学教授
男性介護と支援者の
全国ﾈｯﾄﾜｰｸ事務局長
津止 正敏

神戸親和女子大学
教授 勝木 洋子

【定員】 各回４０名（先着順、県内在住・在勤者）
【一時保育】 無料、１歳半〜就学前まで定員１０名（要予約）
【申込方法】 電話・FAX・またはハガキでセンター宛
【申込締切】 ６月２１日（木）

女性のための心理講座
もっと自分を知ってコミュニケーション力をＵＰ！

在宅ワークチャレンジ基礎セミナー

「コミュニケーションが苦手」、「人とうまく関わりたい」と思って
いませんか？ どのようにしたら人と上手に関わっていけるかを
一緒に考えてみましょう！
【日時】 全３回 １３：００〜１５：００
日程
７／６ (金)
７／１３ (金)
７／２０ (金)

受講
無料

「起業までは考えていないけれど、得意なスキルをいかして、
自宅で仕事を請け負えないかな？小物を作ってネット販売で
きないかな？」などチャレンジしたいけど、何を勉強すればい
いか分からない方など在宅ワーク初心者を対象に、働き方を
知り、心構えを学びます。

テーマ
自分のことを知ろう
自分の気持ちに気づこう
気持ちを上手に伝えよう

【講師】 県立男女共同参画センター 女性問題カウンセラー
【定員】 県内在住・在勤で、３回とも参加可能な女性 20 名(抽選)
【一時保育】 無料、１歳半〜就学前まで（要予約）
【申込方法】 所定の申込書を６月１８日（月）必着でセンター宛

【日時】 ６月２２日（金）１３：００〜１５：００
【講師】 斎藤 悠実（インプルウブ代表 中小企業診断士）
【定員】 在宅ワークに興味がある方、または実施を検討して
いる方で、在宅ワーク初心者の方 ４０名（先着順）
【一時保育】 無料、１歳半〜就学前まで定員１０名（要予約）
【申込方法】 所定の申込書でセンター宛

＊上記講座は全て【開催場所】兵庫県立男女共同参画センター・セミナー室
※詳細については、下記までお問い合わせください。

兵庫県立男女共同参画センター・イーブンの相談窓口
種類
女性のためのなやみの相談
（女性カウンセラー）
法律相談（女性弁護士）

電話番号

実施日時

電話相談（直通）

078‑360‑8551

月〜土曜日

9：30〜12：00
13：00〜16：30

面接相談（要予約）

078‑360‑8554

月〜金曜日
土曜日

11：00〜18：40
9：20〜16：50

面接相談のみ ※なやみの相談（面接）後予約

原則毎月第２火曜日

078‑360‑1388
078‑362‑3250

毎月第１・３土曜日
毎月第２土曜日・第４水曜日

10：00〜16：00
14：00〜17：00

女性のためのチャレンジ相談
（女性社会保険労務士等）

電話相談（直通）
面接相談（要予約）
電話相談・面接相談
（どちらも要予約）

078‑360‑8554

毎月第１〜４木曜日

10：00〜13：00

男性のための相談（男性臨床心理士）

電話相談

078‑360‑8553

毎月第１・３火曜日

17：00〜19：00

妊娠総合相談（助産師等）

ひょうご男女共同参画ニュース

平成２４（２０１２）年６月号（Ｖｏｌ．１５） ※毎月１日発行

【編集・発行】 兵庫県立男女共同参画センター・イーブン、兵庫県男女家庭室
【問い合わせ】 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町１−１−３ 神戸クリスタルタワー７階 県立男女共同参画センター
TEL：０７８−３６０−８５５０ FAX：０７８−３６０−８５５８
HP：http://www.hyogo-even.jp/
【 開 館 時 間 】 月〜金曜日 ９：００〜１９：００／土曜日 ９：００〜１７：００

このニュースは、関係機関・団体や希望者に配信させていただくとともに男女共同参画推進員がお配りさせていただい
ています。配信を希望される方は、上記にご連絡ください。
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