
―TO ME CLUB 
活動を通してこれからの

「じぶん」を見つけるきっかけに

TO ME CLUBは、男女平等推進センター主催の

平成24年度 「晉児ママのじぶん計画セミナー」の

受講主で結成したグルーブです．育児に追われ自分

の茅を二の次にしてしまいがちな母親たちが、自分

自身も大切にし、向上させようと活勁しています．

習段の活動は得窓な事や好きな事をメンバー国土

で教え合ったりしていますが、センター拿業の市民

グループ公募企画に応雰し外部講師を招いて講座を

実施したり、久留米女性週醐記念事業くるめフォー

ラムの市民企画に参加したりしました。

活動を始めるまでは社会と関わる機会が少なく家

族中心の生活だったのが、年代も逗い、様尺な考え

を持つメンバーと惜報を交換 ・共再することにより

視野も広がり、いろいろな角度から物串を只るよう

になりましだ。自分が弓に付けだ知諏を人に教える

ことでやりたい革や毎意な事に気づき、それをきっ

かけに資格試験に挑戦し仕事に生かそうと考えるメ

ンバーもいます．

これからも活動を通してメンバーそれぞれの「じ

ぶんらしい生き万」を見つけていきたいです。

セ性〇一生〇慟も庁I固書情蒻ステーションI
少子高節化の急速な進展により、これからますます労慟力人口が減少していく日本．

今こそ女性の力を活かすとき．今回は女性の働き方をテーマにした本を紹介します．

一 生 働 く覚悟を決めた女性たちへ
～仕苺を楽しむ技術～

古Ill裕倫 扶 桑 社 2011年

働く女性は「仕事にやりがいが感じられない」 「桔婚や
出産でキャリアが途絶えたらどうなるだろう」などのさ
まざまな不安や不漏を抱えています。
本書では「一生働くことをしっかりと覚梧し、どうせ働

くなら楽しく自分の人生のために仕李をしよう」と著者
の経験を踏まえたアドバイスが洒載。仕苺にどのように
向き合ったらいいのか迷っている女性にお勧めの一ffi1です．

女、一生の働き方 貧乏ばあさんから働くハッピーばあさんへ

樋口患子海竜社 2010年

日本は、他の先進国に比べ女性の就業率は低く、就労し
ても、結婚・出産・介護などの事情で仕事が途切れがち。
しかも不安定な屈用と低賃金で年金など社会保障につな
がりにくい．それが 「女の老後」が貧乏になる要因と考
え、これからの女性は宅いてもいきいきと働き績けるこ
とが大切だといいます。 「慟いて生きるJ元気いっぱい
の女の慟き方が多数紹介されていて、幅広い年代の女性

に読んでいただきたい一冊です。
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介紹業事

1 男女のあたらしい 「あたりまえ」
メディア・リテラシー揖座 (9月7B) 諸師 堺成司さん（西日本新聞社 編築局生活特報部デスク）----西巳本新聞生活面の長期連載企画「新訳男女」デスクの堺成可さんをお沼きし、

新閻を題材にジェンダーの視点からお話しいただきました。

メディアの中でも新聞は「人権問題をきいて守る」役割があり、人権意園は他

のメディアよりも敏恐でなければならないことや、新聞は単に事実を伝えるだけ

ヽ
でなく、そのことが習らしへどのように影醤するのかなどの分祈をする点が1也の

メディアと異なることの話がありました．

また、君女雇用攪会均等法施行から四半也紀経った今、ジェンダー問題がどこまで解消されているのかを検証し、 こ

れからの社会づくりに活かそうというねらいで2011年に 「新訳男女」を連較開始。これまで100回近い連載の中

で、男性の子育てや親の介護の問題、多様な性についてなど社会の課題を掲載し続けてきました．

新聞社は早朝から深夜までの過酪な現場ゆえに以前l3男性社品がほとんとだったそうですが、今では女性社呉も少し

すつ多くなり、生活者の視点できいた記事も多くなったそうです。 「メディアからの情報を受け取る読者は、自分の怠

児をメティアに伝えることを通してメディアと閲わりをもち、双方のメディア ・リテラシーが忘まっていければと思い

ます。これからも、性別にかかわりなく誰もが支えあい自分らしい生き万を彗重する男女共同参画社会の実現をめさし

て、報通に携わっていきたいです」と話を結ばれました．

_
 

先輩たちに聞いてみよう。学生たちが考える「自分らしく」
自分らしく「慟く」ことをテーマにしだ学生と社会人とのワールド7Jフェ (10月19日）

大学主などを対象に、いろんな分野で働いている社会人の先輩た

ちとの対話を通して、結婚や仕手、 子育てなと、ちょっと先の埓来

について者えてもらう企画を実施しました。当日は市内の大学を中

心に70名を超える参加がありました．

各テープルに社会人が座り、学生が囲んでテープルに菩き 「どん

な社全人生活を送りだいか」 「圏くときに大切にしたいことは」な

どといったテーマで、席邑えを繰り返しながら語話を重ねていくワ

ールド刀フェ形式で行いましだ．

霰後に「自分らしく働くために今日からできること」について、

学生からの力強く明るい宣言で締めくくりました．

参加者からは、 「茜段社会人の万々と話す視会があまりなく非常

に勉強になり、いろいろな者え万1こ刺激を受けました」 「社会人に

なっだらこんな先諾になりだいと思われるような社会人を目指した

いです」 「自分の意見を堂々と発表できる嗚がありとても良かった

です」 「女性のほうが仕事をバリバリしたいという意見が多く、男

性も育児休業などしっかり取得して磨しいと思いました」 「仕事に

取り組む 9君え万』が大切だと気づくことができましだ」などの感

想があり、自分らしく「働く」だめのたくさんのヒントを得たよう

でした。

雹
平成25年7月3日、ストーカー規制法（ス トー

カー行為等の規制等に関する法~)とDV防止法

（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す

る法律）が改正されました ストーカー規制法は平

成25年10月3曰に全面施行され、 D V防止法は平

成26年1月3日に施行されます。今回は、この二つ

の法律の改正内容を紹介します。

●ストーカー規制法の改正点

ストーカー規制法は、埼杢唄涌JII市で当時21歳

の女性が元交踪相手から刺殺された寧件などをきっ

かけに、平成12年に成立しました。平成24年中

に全罰の蓄察が認知したストー刀一被害は、前年比

36.3％増の19,920件にのぽり、施行後最多とな

りましだ。近年ストーカー手件は、インターネット

やメー）しなどの普及により巧妙化、凶悪化し、当事

者だけでなく家族も被害を受Iプています。こうした

状況をふまえ、今回の改正では執拗なメールをつき

まとい行為に追加し、被害者の住所地だけではなく、

加雹者の住所地の翌察も窪告を出せるようになりま

した。

●DV防止法の改正点

DV防止法は、平成13年に成立し、今回lcl:3回

目の改正です。今回の改正ポイントは、交際相手か

らの只力による被きが多発している状況を踏まえ、

配偶者や元配偶者だけではなく、生活の本拠を共に

する交際相手からの果力の被害者も保遁命令申立や

一時保護の支援の対象になったことです．

●今後の課題

改正ス トーカー規制法が施行された矢先の10月

8日、東京都-咤市で女子高校生が元交際相手から

刃物で刺され死こするという痛ましい亭件が起こり

ました。匿察、当寧者だけでなく社会全体がストー

刀ー、 DVなどの加吉行為に対する危磯念詞を高め

言雪言青うか茫
疇．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.........
I ： ～男女平等政策課からのお知らせ～

; I 気づこう！身近なジェンダーに！！ と

i- ---------~• ； 
． 

みなさんはジェンダーという日・策を知っていますか心

人Ililには生まれついての生物学的性別（セックス／

s~x) があります． 一方、社会通念や慣習の中には、

社会によって作り上げられた 「男性像J 「女性保」

があり｀このことを「ジェンダー (gender)」とい

います。

例えば． 「男性は理系、女性は文系が向いているJ

r,.,/J)＋1よ活発で、女の iSはおとなしい」 「料JII！や
裁縫は女性が得意J 「機披の扱いは男性が得意Jな

どといったジェンダー店諏による息い込みはありま

せんか．

実際1:l.ヤL別ではなく ．個人によって性格もさまざ

まであり屠得慈なことや苦手なことも異なります。

ジェンダーば 「男1廿t'l>.女は家庭」という固

定的性別役割分担、性茎が1、(iiil見笠につながる場合

もあります。 「男だから～」 「女だから～j でばな

• く、 一人ひとりの個性や能力を諄屯することが大切． 
• です。

`..．．．．．．．..．．．．．．．.．．．．．．．彎.．．．．．．.．．..．．．.．..．．．.
男女平笞涅滋センタージャーナル 7● 

久招米rh`では、男女共同参晰社会の実現に向けた

取名I.Iみ1/)→つとして、男女平等の視点に立った行政

刊行物の作成に令庁的に取り紐んでいます。

上のイラストは、家事は男性も女性もするものと

いう男女‘If•等の視点に立ち描かれています。

普段何気なく｝している新flJlやテレピ番組等のメデ

ィアにもWi虹的性別役割分担意類に給づく火現が多

くみられます、3

男女に対する偏った見方をしないためにも．また

周rmにさせないためにも、が1報を兒信したり受け取

るとき、そこにジェンダーが隠れていないか気づく

ことが大り）です．

問合せ男女平等政環諜
亀話番号0942-30-9044
FAX醤弓09'1-2c30c9703

●2 男女平等崖磁セ，，タージャープル
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つながれひろがれ男セ共同参画〇輪

久留米女性週間記念事業・男女平等社会づくり

くるめフォーラム2013

● ［講演会） 教顔時代に遣遇したさ参ざ参な暴力を犀点にス，，ーII.・セ，，Iヽヲを語る (11月258)

講師：亀井 明子さん (NPO法人スクール・セクシュアル・ハラスメント防止全国ネットワーク代表）

鵬醜ぽ閑俯蝕；
”ール・切/1うを国るJ

スクール ・セクハラとは、小学校 ・中学校 ・高等学校 ・専門学校なとの教

育機関で行われるセクシコアル ・ハラスメントの専を言います。

教師が子ともに対して恐怖9いを与えたり、秘密を強要したりするなど、表

面化しにくい現状があります。また、セクハラが発党しても、被害を受けた

子どもをサポートしようとする教師に対しでいじめや嫌がらせがあっだり、

被吉者に落度があると言われるなどの二次被苔が起こる場合もあるだめに、

子どもや教師が声をあげられない状況にあります．

被害を受けた人は、心に大きな｛纂を受けPTSD（心的外傷後ストレス障

害）になっだりします。また、進学をあきらめだり、転校せさるを得なくな

るなるなと生活は厳しくなっていきます。

このような子どもや教師をサポートするためにも、セクハラが人権慄吾行為であり君力であるとの認滋

をもつことが大項です．まだ、直ちに加害者を被き者から離すなどの1試四が必要です

亀井さんは「被吉を受けだ子どもは、周りにいる大人に子どもの声を聴いて受けとめてほしいと願って

います。大人は子どもの話を聴く姿勢をもってほしい」と話されました。

●【理論と実践ワーク］ 親子で学ぷ護舅術2013 (11月16日）

請師：橋本 明子さん （WEN-DOインストラクター）

性犯罪に巻き込まれそうになっだときの対処法として、

稿にでもできる女性と子とものための安主な楼患術「WEN-00j

を学びましだ。

ま可講師の溝本さんが『護身術とは、例えば知らない人

が自分ととても近い距雌に近づいてきたとき、 「これはお

かしい」と思う感党を1言じることが第一ステップで、加害

者を攻撃するのではなく、ひるませて逃げ、破害を食い止

めることを目的としている』と喜本的な者え万を解説され

ました。その後ペアになり、具体的に大声を出す繰習や、

定や手｀腕を使った護身術を次勾に実践しました。

猥後に、人閻関係における相手との安全な距離について

お話いただき、自分にとっての安全を決めるのは他の誰で

もなく自分であることを確認しました。そじて参加者全貝

で円陣を組み、講師の「WhoisaBoss?」 （あなたのこ

とを決めるのは誰？）との問いかけに、 rlam !J（私 ！）

と大声で答え、改めて自分という存在の大切さを感じる講

座となりました。

久留米市では、昭和63年に男女平等を進めるための市民と行政の共通の指針である「久留米女性憲翠」を制

定しました。惑車制定日である10月18からの一週間を「久留米女性週間」と定め、その記念再業として 「＜

るめフォーラム」を毎年実施しており、今年で25回目を迎えました。

今回のテーマ 「つながれひろがれ 男女共同参画の籟」には、人と人とのつながり、ネットウークが大切で、

そのネットワークを広げながら男女平等な社会づくりを実現したいとの思いが込められています。

記念講演

「社会と家庭を生き生きさせるには」

講師片山 善博さん

慶希塾大学法学部教授

このレボートは10月6日に行われた講演の一郎を要約したものです。

●男女共固参画社会とは 「あたりまえの社会」にすること

男女共同参画は私たらにとって特別なことでなく、あたりまえのことです．社会で開も大切なことは、一

人ひとりが個人として尊重され、誰もが能力を発揮できること。女性だからという理由で発言できなかつだ

り、仕まを制約される社会であってはならないと思います。娘を持つ親であれば、女性だからという理由で

自分の努力と関係ないところで能力を発庫できないのは無念でしょうし、子どもにそのような思いはさせた

くないのではないでしょうか。また個人の能力が十分に発揮できなければ社会にとっても大きな頃失だと思

います。

●女性が能力を発揮できる組織に

自治体は男女共同参画で運営されるのが望ましいと思います。市民の皆さんに必要な行政サービスを提供

するという意味ではサービス産業であり、お店で例えるなら顛客の半分は女性で半分は男性ならば、経営方

針は男女両万で決めたほうが魅力的なお店になるだろうと思います．同じように行政も男女で決めたぽうが

顧客潟足度の高い経営ができると思います。しかし私が烏取限知事に就任した当時、索の幹部は男性ばかり

でした。なぜ男性のみが酔部になるのかを者えてみると、男性の滉合はいろいろな仕事を経験し｀それを通

して人的ネットワークを築くので、仕事の蝠も広がり上司からも頓りにされます．一方女性の揚合はどの部

署に異動しても庶務係に配魔され、同年たっても庶務しかしたことがありませんでした。こういう状況では

とちらかを課長にさせようとした時、男性の方が課長にふさわしいとなってしまいます．このように本人の

能力や努力とは関係なく、女性だからという理由で能力を発揮する憬会を与えられていない 「つくられた能

力差」がありました。そこで私は従来の人串万針を変更し、今では女性管理臨も増えました。

●家庭、地域、職場で男女共同参画を ！

家庭内で男女共同参画を実践することは重要です。特に子ともにはコミ出しや家序などを習憐づけること

で、男女の固定的役割観念を持だない子どもになると思います。

また共慟きが晋通となったラ、女性だけが仕届に加えて育児も家薔も担うのは二塁苦です．女性が社会進

出したように、男性も家庭内進出をして育児や家享なとの役割を分担する必要があります．

その家庭を支える地域との関わりも大切で、安心して地域で生活できるようになるためにも、特に若い人

が町内会や自治会活動に参画することが必要です。そのだめには、仕事と生活とが両立できるように生活の

仕方や職場での慟き方を変える必要があります。

●6 覺女平等Jilli!セ，，タージャーナル 男女平¥涅葦℃，，タージャーナ,. 3● 
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私たちが男女共同参画社会
久留米を実現するために

～星本的なジェンダー闊罷を学びなおす～

男女平等推進こんねっとゎ—<

「男女共同参画社会を実現するために

［女らしさ9『男らしさ』から『自分ら
しさ』へ」との講節の言葉が会場の距

んの心に醤きました。

目分らしく生きいきと笥らすため1こ
ーみんなが元気になれる住民支撲とは一

高齢社会をよくする会 ・久留米

高齢せの王き乃ゃこれからの公助のあり

万・大切さなどを、バワフル9こ話されま

した．

身近にいる不思諸な子＊
ーそうだったのか ！！発達濃がいセ ・・

あなたが当事者になったら ・・一

Suooort of the child 

発逗鐸宮の子どもを知ることやその家族

の気l託ちを閾くことで、とのように対応

したらいいのかをみんなで菩えました．

,-c.4•‘’ 
・"' 

刀ラダをはぐしC竪え C、
本当の自分を思い出そう！

柄本亜紀子

手軽な遵貝を使っだストレッチで体の変
化が実感できだなど、男性にも好評でし

た．

人生の選択
～まだに合う、なりだい私になるために～

田主丸町ネットワーク

自分らしい生き方について、ほ師の悩湛
さん、堺さんと会場の胆んとで意見を

交換しました．

ビクジ...lアルマイノリティ・
サバイバーのサポート

あいたた倶楽部

セクシュアルマイノリティを理紹し認め

ることの必要性や支頃する恵義について

考える環会となりました。

高節社会での介護を
のりきるために

域忘女性ネットワーク

「つかまり立ら、つかまり歩きをしてで
も自分で絶対に動く」との意思で、使え

る能力は伎つて楊らしていかなければい

りないと強く訴えられました。

バランスポールで体も心も
竪えよう！

TO  ME CLUB 

リズムに合わせて体を動かせて気持ちょ

かったと皆さん笑船でした．

さとり世代から
うすれゆく男女平等意識

男女共同参画教育を推進する会

さとり世代と言われるき和の恋愛観、ロ

築硯、結婚観から見えてくる晃女平等窓
紐について、さまさまな世代で意克交喚

をしました．

女性や子どもの貧固は
なぜ見えにくいのか

女問研 ・北京JAC九州in久留米

男女の社会的硲差、誕困の拡大 ・連鉗な
どを主み出している社会溝造について、

さまさまなテータをとおしてお訪いただ

きましだ．

9
,＂ 

防災計画における女性の視点

北野女性ネットワーク

「女性の組饂や女性が発言していかない
と俣興しない、男女只同参画社会につな
がらない」と話す閤前高田市の佐R木さ

んの言葉にl;J:説閂力がありました．

女性の人権と憲法

1女性会訊

籍師13.「女性の人権が守られた社会

は、男性の人揖も守らnだ社会です」

と力説されまし己

歌いとばそうジェンダー
歌いあげよう私らしい人生

S・ば～ぷるリポン

子吾てから老親介護まで、女たちの思
いを綸え駁にして獣い上げました。

映画 「キリマンジャロの雪」
2011年フランス キャスト：アリアンヌ・アスカリッド他

li-c, 4 結婚30年目を迎えた夫婦は、キリマン

ジャロヘの記念旅行を前に強盗に押し入ら

れる。犯人は夫と一緒1こリストラされた育

年で、幼い弟二人を棗っていた．思わぬ犯

罪に巻き込まれ、失意や怒りを感じながら

も夫婦はある選択をする．港ll!Jマルセイユ

を舞台に人間の邑意を描くヒューマン・ド

ラマ．

参加者からは、 「人生の危機に陥つだ時

の夫婦の繋がりの深さ、お互いを尊酉する

生き万に感勁した」 「国の人間としての王

き万が切尺と伝わってくる作品で生き方を

自分で決めることの大切さがよく分かったJ

なとの声が寄せられました．
● ヽ 男女平苓攘颯セッ9ージャープル

キリマンジャロの雪
，． 
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