
豆 リ、女か紡やく人紐ter"vfJe鴨

久・筆言｀遭い急と●分らしME蛉書
している方こ纏介し攣事

久留米市男女平等推進センタ~ヤーナル

.し...．．こ
吉闘マサヨさん

久奮攣舅良J-9ッド9
→艤 99切—,"：―ト
ツ`9ー(‘“”'→し久

會攣曹舅瓜専鴫鳳重．． 亀●●~
くるめフ，，ーラムJ璽鼻雷

“良ハー亀．． ・ 

” 
—―ブf寧 1-4Ji!C紐甲這崖遣センター主饉の C”『Cマ▽●
躙直』鱈●とa:'釦加E09—観1111!1贔に
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こ女性の言立鸞曇示鸞ぅ『ル・99トー」霰立ち
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·““岬•に·コa邁寧10隼竃し躙●●{'”虚窮・の翼』に•加し噂ラ
ンダとデンマークC犠•に行ったことで．菖軍
ゃバ讀•囀直訊ていると●暉屯＇な威“
人鬱で轡えるとヨーo,バで彗轡・ある北も碑•
蝉〇艤塵が轡えられるとのとですが~ a...uーは嵐．． g 
・びししゅm` 叩塵えられで．
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ていることはその人だ＂の題•というわでロぷ・震鯰直
紐 Eμa皇体の霞・だ、という轡え方です．騒ze
ち｀償紐翻忍魏印随9`uヽ
頃っていヽ9◆そのた証彗轡え'’鬱することが磁ビ
と•'鸞すので．伶胃と四してこれからも区・、e.,と』ってい虞す◆

ロールモデルI園書暉ステーション I
ローバルとは「額滋9芍 t．躙囀←とな碍喜、糾澪Jとい99訳

す鬱専f'1分脅If)量先鱗で活鵞する女性や●編の先●に『将景` あの人のようになりた
い」という、あなたの目鑽や買戴力どれるような人はいますか？その方があなたの「ロー
ルモデルJかもしれ玄せんね。
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今、生e`紐と仕事、編介するW900ブロジェクトシリ
ーズの中の―••この＊Uぼ鼠鼠田裏土、行庫書士、弁
·など『士婁』で直•す｀＊性900人ヽ編し蒙す．
・女たもが仕事にかいて大切にしていること日11しているこ
となどがっていて、応と元露ヽもらえ蒙す．
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08拿と”と 載 鴫 碑 と 戯 動 躙

19'70II!.日本砿性の”働力寧 (15すから“さまでの人口に

蕩する”．人口の比皐）は戴泣と,"J1)1.IJ”書はじめとする糟9
塵に比べ、 10ポイント以上●かった．外置ではこの玄淳聞で女侵

壼力寧は30ポイント1Hャr"っているそして． 9鱒力寧が.tび
り絶めた頃はいったん下がった出生攀も、葺笠では立って言てお

り。少子化に纏止めがかかっている

しかし．鯛在の日本の女労働力寧はe5％にも豊しておら事．

^-“"•で10ポイントも立っていない．しかも、出生寧は信くな
って訳おり、磁鎌鵬でい8由”清Ill).
このことから、鯛代の日本では●言ながら子とも霰冑てる驀鵡

や、仕事と童艦竃頁立させるための鴫虞襲•が遅れていることが
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｀ 
！ 冑月・＂麟濃輯匹嶽纏董＂濃葺氏躙•以鸞書叙好冑り出即→ク鴎”なと仕事暉け
！却 8よう綱圃磯鳳 “l如纏匹匹躙膿晴紐a訓請鰭喝潰叱鱈翫こピで、女性訓＇ よ
！ 圃印鴻え｀など、雌磁編暉暉大9＆和ヒ園躇に鵬璽0鰈磯訪饂虻と鴎匹•霧 ；l==＝＝＝＝二＿＿＿」
0ワーク・・ライフ・バランスと食肉専萬霞の胃鱗
企や瓢遍に葛けるワーク・ライフ．．バランス薫（胃停讐劃●など）と・罵響孟均9馳litG輝、鬱量

孵糟など人畢剛鑽璽で性別による彎をしない取り鑢みなど）の闘饒壼覺てみと、 ・m蠣むn響鰤惰吹賓して
いると男女の麗鴻力麓がなくム性●邊漏も霧い．しかし、ワーク・ライフ・バランス薫襴扇が不十分だと艶蝙•出
・・子冑てなとの時に辞めて頃う女性や、仕・虹けるために艶竃・出●壼糠めてし蒙う女性が霧くなるなど、
一囀の女性しか四で8ない．
攣た、逆に、ワーク・ライフ・バランス却配杭賓しでいると釦ヽ・出●さらにはmmmで甜t罰讀けられ

るが..陪讐含均響鰤篇が不十力だと女怜の瀾濯ゆ欝造鑽会が剛齢され、そ頑力を十加欝さないことにな
る．
企讐で女性の四O曇壼饂大するには、ワーク・ライフ・Iでンス薫鑽攣と圏耐島x潟専膏凜荘事の頁讀とじて

氏●碑ていくことが費である．

..璽9•一Lンター"”-＊ル
n■m；観•縛糎•霞も富震子 n鰭贔必フ-ク •,,fフ・ヽのジス1 (U餞且息 “)10箪）
.：：：のポ-トは H2鴫良平61真I軒．＂贄巾—霧雹Cンターで彎霞したも0で書．

平鍼24年5月7B、＊璽カリフォルニア蜻サ

ンフランツスコ在住の8令織蠣•霰の編
饗へのDVで稟書、起嗣されました． 111鑽事で

ある夫は、●の手にドライパーを交き劇し．殴

1.JI.,て●を折るなとの●力を鑽るったとのこと

で1.,1i!．葦外で起きた日本人のDV事件をもと

I:., B本と竃外のカリフォルニア錆のDV防止

法の遍いを轡えま-,-.

•カリ:,ォルニア州(l}DV防止怯
この事件が起きたか）フ>.Iルニア州のDV防

雄には、ー鮫の 鑢 的 の 他 に 鵡 躊 蛉

があり．差し追った鴛鑽が生じている遍eに．

●欝官の＂により、●判官が燦蒻闊で加琶誓

に懺害冨への鰈麟止や住題からの這去を昇令

することができます．加曹者は轟本に蕩襴さ

れます．加書嘔が燥釈される蝙合は、●畷な懺

釈愈を支払わねばなら書、加害書に対して複害

｀蝙精官．檎事が加言名プo,ラムの曼講を

彙件に加えることもでさるとされています．こ

れらの法攣は．鵞属者だけでなく交・翰手にも

瀧記れます• 9臨薗に柑改は晒万ドル

（約2800万円）の領釈會を支払い．編駅●

這へのを向ています．

●B本のDV防止法

B本の内属者からの暴力の防止及び櫨書昏

の羅肇に闘する法彎J (DV防止法）の偏●愈

令は櫨言名本人が申し立てをし、地万鯛判所が

弗名をします．加書名に対する8ヶ月の績書賽へ 11:と2ヶ月m遭碕もUあります訊

先令までには平均して12B證虞かかりま-r.
また、緊触の蟻e(/}刻攀や交・相手への這用も

なく、加書畜に更生ブ0グラムの璽鑽●霧を愈

亨ることもできません．

●DVのなK屯食叡さして

日のことでは、夫が「DVではない』と主

董したため＊●では日本(!)DV鵬配隅●にな・

ったと帽駆9に鴎如て

おり、日ム社負のD.V書先の霞

羅を突きつけられています．久

麟 釈 澁9をあれ0咽
簗に蹴り鑢んでいますが、祖讐

室においてもDV櫨紅追と

D.V閥羅のさらなa紐口的

鑢んでいきたいと鼈っています．
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～男女平嶋叢籟圃からのお知らせ～

市．． 曇響員員への女性の甕層事49.6%

活力ある蟻鱗社会鵞創造するたあには、あらゆる分
削3かつ！女恨貧讐四皿賣任M珈ち幼こと
が必賽です．入響米市では、男＊共同蓼貫社会の賞
衷に向けて、重薫＊方針繹序遍溝への女性の畳用を
市般叫―E這ています．
平 成i臀 IB夷在の市の冑・食響に蕊ける紐

の甍屠事は、A.＂‘でした．鶴年廣から 1、5ポインu.I:
昇して、＊年度の目纂.0％を遍庫すること虻で
言ました．
はも、行専学校電企纂量績剛団髯等に壽いて、

帽囀的鱚位を占める＊性の割合は紘然として鉦い状
．です．『男ば仕事、女は拿扇Jという閾定菫四如
分により、島性の事巖生活への参賣は少な、
市民章・賃甍によると．女のが事に「鵡OIll以
.I:J書費やしているのに蜻島性11.r30分未漕Jrして
いない」をあわせるとを蠅えてい支す．男性の象良
～滲順道輯と孔に置紐匹、ね牲組罐
填・などのの双れた鑓烈できるよう．ワーク・
，，イ7•バ，，ンス豪瀧慮紐で遭めること炉今＊められ
てい宣す．
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'匹 冑鼻0．彎〇食〇ユ皐い鼻〇鵞̂ 5月228~6月188 (tt5目）

青児ママのじぷん冒什画セ量ナ＝
,........................................................................................................................................................................ 
； 子育て中の女性を対・に． r.きたい」 r貴格をいかしたい」「何かで働霰したい」なと．子 ；
i育こを以切も一ける自分1t11セit::t-f環籠しまり己セミナーでは．令ま四の自；
；分霰只つめ●し、輝の自雌イメージする｀去•細・紐」ワークや·匹紐に紐輝 i
；麟霰鴫いたりと｀璽のみさん出りたい自分に→餞ついたようで,. i 
； ・慶纏了鍮も子育てのことや仕事のことなと霰璽り合ぅ r情輯交楓の量』を拷とうとクJlr-フが立 i 
i釦上がりましこ mばゥ釦滋配暉頃です．
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器そについて三

攣自分をイメージし、たくさんのこと
霰グルーブで鴫〇色し＼まい已
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巫七さん

3年のわたしについてアクツ9ンブラ一

」集酪巖広
メ沿 ア・JIテラシー

講麟：玉鑢夏子0ん

[ ？閉琴守l

一
山漏ル‘..卜

拿●拿・・拿拿

•鱒賽0ことについてぇる言っかけになりま
屯
・先輩〇霞竃闘いて亀 g仕•か5鶉糧的に動けば
●が闘けるんだなとIllいました．
•自8とはったフィールドで漏彊っている人
豊ともになりまり巳
•輪虐書に社皇•illll,たいと憲いました．

メデイア・リ芦シーとは「テレピ匹螂

といっ紀情暢“直する憲体（メディア）甚

檸的に鰐磁＜鵞なメディ，，にアクセスする

餡力、メディ，，を通じて情噸の鯛みテとの

のコミ:,,ニケーション熊力Jの三っか員合的な鷺

加 麟 し 打 ． 鯛 血0鳩奮：＇り配 h
る親代社食r.:生きる為たちだからこそ、せひ暑に付け

て蕊き杞い饂力です．

講年匹では立さぬ心応四に如心四を

｀逗愧めらぼしt．訊螂ん郷訪れたとき、割

りリニックか鵠めらぼ蘭鵠9翻額akm、襲で息"’蹴こ

切り獣勘C徴 9し匹鰭況葡に尉囀訓J芦ツー」諏

していたという思いを唇られまレ兒

まこ，； ア砂…-法について、呻年油ユっ四虻．口…心と

しm..法という2つのタイブの沿鄭甜臼闘する渾＆庫m、たところ、召1名刀立

●から欅々な竃見が彎せられもで・ •き手とし℃一つの損点に11らない記事作双の大切

さを鴫じたとのことでした．

←他ヰ、霜m-畔育の四itと-叫mー止しっ麟如四薗に亀璽如函た

ちが費輯化への反”竃只砂触口四甚・いたのに悶し島自糾は●＜墨しての観点から、轄讀驀景

0人切さを訴える詑事竃•いたという檸畢霰話さn霊した。·•書匹BゆI暉しーヤって、 甚灌霰

＜蜀窃匹ってくることゅ．石函暉にも鸞●蔓緬mm葛るということ咋沢と暉、直0

稟しとが輩わってくるのではいかと闘られした

講鰤畔芯血ンタ→m:::,ティネー

ターと鳴鄭川切で、爾騎R戯認•“'えた
ものの、蒙四ほりも少なく、書日員に占める匹

直命醤いという痴碑され奪ば年、如 g
己芯四Iい埠II:.こと匹訳磁閲口9しで

一量滋匹取材は男も女もあり蒙せんと憾られました

可[
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●●鵬9’剛鰭L”→卜→•ル

玉年心 rメディア・リ芦シーとはいま•こ磁代に生きている鬱加直紐ることであり．
，，，人雹働3匹い、自分が偏つ”広9ための箇憲とも言え書Jt:.. 鼠基生舅直璽冨鼠かで•じ

た自分なりの定鶴壱置されまり己●U甚IJらはm膚し鴨鴨邑＇戴 l'きる力壱つ

けたいJ、n輝壱懺み取る力をつけるには肩量．．壱攪Jことだ口知

た」等の声“彎はられまりと
鳳 9"＂ULふ，，ゃーナIレS●



 

00 男性家裏育児参画
～気軽に気負わず笑顔で子育て～

仕●と皿“"〖•冑児・介讀なと〉や鎗濾題·なととの19ランスをとりながら生思L,ていくこと琶 rヮ
ーク・ライフ・バランス（仕事と生頌和といいま"f".一人ひとりが充震した生鱈を奎り、多纏な生
ーきることは、自分らしく生きるうえE大切はことで．令目ば、男一とa囀わり
力について轡えてみました．

久鯨市における虜
鴨 21閥に鴻精で鰭

した男女平等に調する”民倉識
鯛董によると鳥男女ともにワー
ク・ライフ・バランス琶鴨菫し

ながら．仕・を置作せさるを胃
ないという状況があります．女
性にとっては育児・介纏の只担
が重＜．轄にぷxヽ代の女性の4
割葦がモれに費や引躙閲が「4胄

IIIJ以上」で．そのうち半蠍以上

は＂囀鳩上」でした．それに
対して． l'I年代の男性は「して
いない」がU薗複となっており
この代において昂女の不均暫

が最も・着となっています（グ
ラフ1)．
舅性四•育児糟1111について
鱒鶉嘗が平虞18年に賓帽しだ

吋牛粍晶U•皇」によると．
男噂•の影響もあり．
叩薦のも一ん”釦•·

育運に費やす鴨鶴~1糟閾程

虞と他の先遍●と比して低
水拿にととまっています（グラ
フ2).
また、”民富●●董に訪いて

-Bの庫畢晴庸を●董したとこ
ろ． a即騎0碑が2糟閾以上と
の口善に対して、男性はe鬱嚢

―•そのうち半麟以
.J:が攣事をしていないと筈えて

葛り亀男性は攣事をあまりし't'
いない状況，，うかがえます．こ
のことは r竃露内で配鼻者・

バ
ことJの賣膚に対し、 内n鼠

掃肇.II¥濯なとの戴事Jが女性
の直の第1位という餡畢にも壼

れていま9
育民や子とものl,つけについ

ては頸中心型が半鑽で、夫と壼

が同じ程虞に分担しているとの
暉も心如1程虞ありました，

ワーク・ライ7・バランスの島

璽性
このように．●事や育民なと

の白担が女性に綱っていること
が、●く竃嶽のある女笠の震カ
霰玲鐸する懺愈害猥める恵l1ilと
なっています．
あらゆる世代磁性も女も

仕事や子冑てなと鑽々な活鯰を
自分の菫むやり方で行える社食

霰織纂ずるだめには・ •急方の
晃●しや．軍事・青児など憲露
内での費鬱について老え直す〇

璽があります．
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璽性・年サークルを立
ち上げ、当センターの嚢畢団
体の「IVEE9ネット＜砂
代表の鴫罐さんに、曼eの働
き力や冑児などについて衝し
藍関いまし11!.

"9バラフネットくる」霰
結屈 I

「麟のItバばとんな青
蒼しているのだろう」という
巖葬を出鍔点に、バ9誼のコ
ミュニケーション霰鋼めるこ

と菱目的に鰯虞し蒙した事
月の慶鵡倉でぱ、メンバーの
濃載や櫓筏を活かした、子ど
もと一綸に景しめる企國（ワ
ークショッブ）などの範霰し
てい蒙Y-.~攣でに田糧えや
鍮蜘りをしましたが．ババの
力が子とも以上＇に聾しんでい
ました．
また．特に初めてのチども

の編合で保胃璽に入る葡まで
の閾．男性はとのように子冑
てしたらいいのかわから9.
惰纏を轡る纏会が少ないのが
賽す．そこで． 1l性の子

冑について一
“夏と轡えたこともサークル
霰鰐鵡することのきっかけと
なりました．

仕事と冑環のIt9ンス
「仕事のことで韓一杯で子

育て零でできない」と履って
いる男性の多くは、攀に帰っ
ても仕事のことが貫から麓れ
亨、・尊になっているのでは
ないで1.,ょうか．私は子冑て
している韓は仕事ax：とを一
切忘れ、子どもと●中になっ

て這零....そうすると董か
」̀セットされ、 1l8、纂中力

がし覺遍していたことを
鍔員できたりし零す．
ワーク・つイフ・バランス

といっても、仕事と子青てを
鸞に半分すつしているわけで
ばありません．ト-タルで員
たときに仕事と示が白分
なりのバランスになっていれ
ぱいいのではないでしょうか”

費に自分の蒻間を
私にば2人の子ともがいる

ので、壼に〇担がかかりす含
ていないか憲糞レています．
霰運＜霧ってきて鴨厘が散ら
かっていたら片付けたり書 Ill
洗い甍したりなど．ちょっと
したこと霰少し9つすること
でできるだけ璽が自由な11f1

Ill豪訳るようにしてい蒙T.
ババラフネットくるで、バ
バと子ともでワークショッブ
をするのもそのためです．

子冑て霰裏しもう
は事が休みだから電事や青

只をしなければならないと鸞
負う“憂ばないと湿います．
養と話しeって、需翠をしな
い程虞で自分のできることを
轡えたらとうでしょうか．
子訳磯閏磁罰屯ので

す．髯親に子どもと一麓に皐
レむ隻櫓ちで．笑菖で子育て
するIfバが蟻えてほしいで．

これからも．いろんなIV":
ちと．子育て饗題してつなが
っていければと履っていまr.

お し霰薦いて ・・・

「鯖捻仕事．蟷譴11J
という奮えから．テ清n：や煽~
・活動．量疇など辻●以外の
鰭聞も大切にしたいという生
さ力やさ方董遍択す碩笠
訊少レ9つ道えて誠し乙

「ババラフネ，，ト＜砂J

のメンバーば、そ如生
話鴫算に色わせて。無環壱せ
匹ゆながら子育てをして
いるようでY.また、璽性は
鯰鑽での活動が女性と1tペて

少なく｀蟷綱とのつながりが
”力が書い中、メンバー
の轡鸞畑董匹したワーク
ショップ霰行うことで、いろ
んな人とのつながりをつくつ
ています．
共働名世帯・さらには一人

世帯の遍加など霰えると．
これらの墨性は鰹演的な
自立だけでなく、生活国での
自立や、編鴻とのつながりを
大切にすることガ鴻繕Fl:!lt.
そのさっかけのひとつとなる
のが子冑てです．バートナー
と爵頃い、できることから
ー参霰鴫み出してみませんか．
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