
、^ かがやく人 intc. 
久留米でいきいきと自分らしい生き方を

している方をこ紹介します。

ふ9 に•，ヽ

福 1J:1 愛 さん

坦防士．久留米消防君材防膠内出張
承勤衰火災出勲印9こは鼻防m,訳
え出覧明1こは莉念●9こ槃って宴愕を
こ5す．襄疎はポルダリング．登JJ.

●なぜ消防士になろうと思われたのですか

中零生の頃「め組の大吾jという酒防ェを主人公にした漫
画を験む魔会があリ、消防士という蹂冥を1!Jりました。2004
年に祈潟県中絨地震が起きたとき．窯京ガ防庁の/¥イバーレ
スキュー隊が．土砂で坦もれた111/J)中から-Bt/J)男の子を敦
出する様子をテレビで見ました当祠．高校生／ごった私はその
生中蘇を見て感動し人を救う仕事｛` 一冠きにい．消防1にな'）
たいという意品が芽生えました。

●令までの仕事て印象に残っていること

牧急出曾した際に心師停止状患だった方が，社会復掃がで
き琴で口鑽したことで，，3バイスタンダー（数急悶選に居合
わせた人）が胸晉圧迫による絞命処冨を行い，救急陪がAEO
を使い霞気シmノクを与えながら病院へ州送しましに。その方
（ふ心18・呼屯が岱還ッ，入院役に社会復帰されましたAaIll)の
救〇飢醤そ行うことで助かる情エがグンと上がJま，，。バイス
タンダーから状念壌への逼携が人の命を設げていくのだと
安感し孔t::.

●これからチャレンジしたいこと．好きな言累

消防士になって9年目，まだまだ勉弦したいことがあります．
令後は火災の予防技朴喚定や；利防設儡土の賃名そ取得し，
知繍を噌やし繋務にるかしたいと与えています。後輩1こ目隊
しても訊忍うな消防士になリたいです．
高校的代の恩帥が濾ってくれた「汝の立てるとこう深く起

nそこに良さ奈あらんJという言論があり19g分が合いる
湯所を好きになリ，大切1こしていくことで良いことがあると励
みi-なっています一

園馨＠w＠|図書情報ステー シ ョン 1

図書情報ステーションで所蔵している視聴覚臼料の中から．視駒覚ホールで毎月上映会

を実席しています。これらの肖料は貸出も行っていますので目宅でお楽しみいたばナます。

図書惰硲ステーションの視聴プースでもご覧いただけます。

..Iii璽 • 発行●
平紐，26迂 8月

久醤米市舅女平習饉蘊セン9-

森の中の淑女たち (101分） 9`90年 カナグ

エンジントラプルを記こしたバスの女性ドライバーと7人の乗容が、

森の中でサバイバル生活をする。遺難という状況の中で．それぞれ

の性•特技を活かは因姐を渠，）越えていく。過琵な生活の中で生き

生きと輝く彼女たちの姿に勇気づけられ、而向きになれ否快画。

：ぬということ（心分）か匹印

で死にたいと願う母は東京で君病したいと

兄が合わない。説得のためやってきた娘の夫は

始める。義理の親子の紡びつきを通し、「これ

ていくのか？」「人は何のために生きているの

9したいのか？Jを考えさせられる。

I 人生． いろどり (t12分） m12年 8本

人0の半分が高齢者という過疎地を塁台に．シルバー世代の女

～ • - 一 性が山で採れる菜っばを売ってピッグピジネスを成功させる。奪

I し’入こ ＇ 菜を過して夫婦や家族のきずな．これからの生き方を見つめ豆し

t".-' ｀ 三 ていく。目分を変えて町を蘇らせた女性たちの実店．年齢や性別

．． ぃ．・:..．． に問係なく「零は計う」と力が湧く。
’'，.2] 

• 8 刃父平"I!!“E99ージ"―ァ；し

〒●m如 1
久II鴻麗血11匹•6

ぇ～起呟•応
T● L.a27800 
f̂x...，.3).;’●" 

図
"'""●，心WOIyku9ぃmeIb9心K•3
Em’’da"ca記≫1ykuful9‘'叫 心 畑 つ

•U9/ll鳳久童皐駅から""",n,,,.,m)
．‘｀ス／鰹観久纏水ゆらns分

JR久嘗拿釈からmね分
9位纏●働』 下攀．櫨少993 

．彗重鳴（肴印19ごさい學す，，•おいでの攣ば

●●ぺく公尺文も鎗濁9ご"●くたさい．

この令 g̀u●●9コ紀島し 轟9直●讐州し"ヽ"

久留米市男女平等推進センタージャーナル
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男女共同参固週間記念話演会

＇t#肩参iJ'fti合を稟i§
～皇eにくさ書~JIこえていくに＂に～

請師：戒能民江さん （お茶の水女子大学名誉教授）

峯このしホートは平広函6月28BC6nnた11.,の一UEセンターで霊約したもので可

男女共同養画の現状は？

1999年に男女共固参画社会星本法が制定され、それに伴い様尺な施策が瞑り組まれてきた。しかし、

民問企業での取締役や菩理臣、行政や地頃での委員 ・役員や該員なと、意思決定の潟での女性の割合が少

なく、女性や社会的少数者の意見が反映されていなし1.また、労勝面では業種で男女の厖りがあったり｀

正規 ・非正規屁用、資金格差の問題、長時閻労働によりウークライフバランスが実揖できないなど圏きに

くい親状がある。さらに教育の面では大学進学率や研究者の比寧なとに男女の格差があったり、隧隈面

でも女性の健康問題に閲しての法律がない等、男女平等とは言えない状況である。閲際的にみて、男女只

固参画が遥んでいないのが日本社会の視伏である．

男女平等でないために起きる女性の就労と貧困

働く女性は還えてきている。しかし、豊かになったのかというと既問である．翡婚の増OOによる母子家

庭は生活が厳しく生活保護の受給寧も漏い．ジングルマザーの働き万として非正規居用が多くダプル ・ト

リフルワークの女性もいる。 母子家庭では教育にお金がかけられないため、子どもの学歴も低くなり、子

ともも非正規冦用、そして結玲できないなど、目困の連鎖を招く．

また、船丘注目されてきた問冦として、舌い女性の貧困がある． 「も年無業者（フリーター） 」も短大

高専卒では男性に比ぺ女性の万が多い。家庭や学校 ・識嗚などで孤立したり、人問関係が作れないなど経

済的な自立だけではない自立もできておらず、親の社会的期待は低いなと、さまさまな困難を泡えている

ことが多い。このように、学校にも行っていない、 ttllaもしていない女性は、自分自身で自立してやって

いけるような教育を受けておらす、 「家平手伝い」として表されるため、冥際見えない存在となっている．

呵●’Jペンジホルノとは？

2013年10月88、三悶市で女子忌校生が袈さ

れた寧件では、同時に「リペンジポルノ」の恐ろ

しさを病感しました。日本OO会では 「＇）ベンジJ
とは 「四辱を果たす」といった意昧合いで使うこ

とが多いのですが、本来は「復雙 .tt返し」とい

う窓味です．したがつて「リベンジホルノ」とは、

別れた恋人や配偶老に対する「tt返し」を目的と

して、交臨時に!lii影しだ相手万の性的な写頁や動

画を、インターネットなとで不特定多数に配匡す

るという道がらせ行為及びその画像を含います．

●若い人たちの交際について

昨今の若い人たちの間では、交隙相手とは別R

に生活しているにもかかわらす、携帯芍話で互い

に心身の自由を縛りあう実態があります．友だち

や親と罠物に行っても食要に行っても、相手万1こ

その屈景や店の中、食挙の内容等を携帯霜話で画

像にして送らなければならないといった支配慮

理が当たり前のように行われています．

交潔相手の「鎌われだくない」と思う心理につ

けこんで「愛しているならできるだろう」と、裸

の写頁をメールで送らせるということが咆えてい

ます。また、嫌だと思っていても自分たちの性行

為を匹に撮られる為合もあり、中には知らない

間に1ilられている場合もあります．そしてこれら

の映像の問題性が顕著に現れるのは別れ話をした

言`言[1,i
・・・・・・--------------------------------・・・・・・・・・-・・・・ 
～男女平等政策課からのお知らせ～

審議会等委員への女性の登用寧

男女共同参画社会とは、男女が互いにその人権を尊

霊しながら、責任も分から合い、その悶性と能力を＋

分に発揮することができる社会です。久留米市では、
男女共同参画社会の実現に向けて、政策 ・方針決定過

程への女性の蓉画を追めています。
市の国謀会芍における女性の登用率は、平成26flc4

月1日況在の44.4％でした。前年度から1.1ポイント

上昇して、目襟岨の42.0％を達成することができま

した．

畜議会等における女性の割合は、年々培えています
が、地屈、職慮、団体等における女性の役員や笞理躙

は未だに少ないのが現状です．国は、2020年までに
行政のみならす地ぼや企業を含むあらゆる分野で指導

的地位に占める女性の名＇合を 30%1こするという目檬
を立てています．久留米市の現状は、校区コミュニテ

ィ組織の役奥14.6%(H26.6月現在） 、5人以上の

事業所の部長級11-9%、課長級17.3%(H236月視

圧） 、久留米市役所の筈理謀6.6%(H26.4月現在）

とまだまだ低い状況です．活力ある地ぼ社会を削つて

いくために、政策や万針を決める過程に女性が参画し

やすい涅頃づくり・恩謡づくりを追めていさましょう。

44.4% 

久留米市の名分野の女性割合
（平成26年4月18祖圧）

市填会譲目

教育委員会

蕩拳管理委紐

公平委目会
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因定漬麿諄価審蒼委員会
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俎絲験嗚譴忙りー

舅籠1岳tai紀奮月
圏詈情報ステージョンでは、男女平等社会の突現に向けた学習活動を支援するために女

性 ・男性問題に関する図琶、行政資料、雑蒻ミニコミ誌、ビデオ、DVDを収束し、提

供 しています。 全国の男女只同参画センターが発行する栢報誌をはじめ、女性問題の解決

を目指すグルーブが発行するミニコミ話もlllilえています。

A 参考図•

illペものをしにい時は．こちら

をご和用ください。事典や白雪

・データ案・年鑑 ・貨料蚕も蕩

いています．

B絵本・児童●

目分らしさが描かnた
紐本や児1il書をたくさ

ん而えています．

C新聞

「朝日ffi閲J 「西日本

新聞Jr日本経済新聞」

rmBIii紀J 「に売新

閻」をこ自由に閲賀い

だだりまv.他にも

「1女のしんぶんJ 「新

掃人しんぶん」 「ふぇ

みん」を冨いています．

D ピデオ•DVD

字営会でこ利用でさる

ビデオをはじぬ自宅

で安しめるDVDを百

し出しをしています．

胃用プースで＂ること

もできます，

E行政資料

男女甲等澄追に向けた全田の政策の

湧慰が潟誠。他の地頃の男女平笞澄

遜の状況が分かります．

F一般図●

女性字やジェンダー(/)9月点で書かれ

た駐み霜や小説も置いています．

センターの講座に関する図琶も収藁

しています．

G情報誌・ミニコミ誌

全国の労女平苓を痘退

11るだのの情埠が潟載

です．

H検索用バソコン

久習米市内の図書館で所

誠している本の検不と予

約ができて便祁です．

※レファレンス

こ汚望の本が見つから

ないとき、調べたい情

迅があるとさは気＂に

スタッフに声をかけて

ください．

※リクエスト

図i!I慣巧ステーション

で所誠がない本は、市

内や市外の図●館から

敗り弓せて貸出をして

います．渇りらnだ本

は久留米市立図揖館の

全ての図誓館返却がで

きます．

一府の本どの出合 1ヽてあなたの、心か斐かになる

• 6 勇に＊蒼念箪e・J9-ジ99ー9,し

～爾児も自分も大切にしたいあなたへ～ 5月16日～6月12日（全511:1)
事業紹

育児ママのじぷん計画セミ十一こ こ
←っ 辛 。→ 辛 。っ 令 。。 辛

子膏て中はどうしても子どものことで頭がいつばいに。そんな育児期の女性を対象に自分自身の未来の

姿を考えるセミナーを開催しました。

セミナーでは自分自身を振リ返ることで改めて自分の気持ちに気づいたり、バランスボールで体を動かし

て心と体をリラックスさせたりしました．器終回には、受講生の自主活勁グルーブ「きゃんず」が立ち上がリ

ました。

r心の声を聞いてみよう」

夫や子とも、反人なとに伝えたい

気持ちを文字にすることで、心の

中が詮理できました．

r私のやりたいことって？』

慈への第一歩はます「自分を知る

こと ！J揖師の大石先生から5年

後、10年後の自分を見据えた人

生設計の老え万を学びました．

「産前よりも襲しい心と身体へ」

自体を動かすことによって緊張が

1まぐれ、子肖てで悩んでいるママ

たらと話すことで気持ちも楽にな

り、心自のバランスを醤えること

ができました。

i男女共同参画社会ってなーに？』

クイズ形式で楽しく学びましだ．

家の中での仕蓉を見つめ西し、誰か

の負担が臣くなっている時には家族

一人ひとりが役割を分担していくこ

とが大専だと気づきました。

＊ 参加者の声 ＊ 

、日尺の育児で忘れていた

未来の自分の姿を常える

藝ができました．

• 他のママの話を聞けたこ

とと、出会いに感溝して

います。

・育児、家写に追われて自

分の事は後回しになって

いる中で、自分について

ぢえる写ができました．

男女平巧"J[Cンタ・ジ＂ 一9ル ，． 



桔集 女縫の潟躍緒進について
拐女共同参画社会を実況するための1つとして、女性の活踏が渇げられており、琶理職等への女性

の登用促進や出湮後も継続就業できるような施菜等の只体策が、今後打ち出されてきます。

1 - 9  

い瓢1；□翼攣こ
二 ニ

←．ゾ

”=¢ん[90t 9丑竺：仕拿；：場の顎Ill

二 □育二`血＂

・ 市内で女性の活躍侶造等に取リ組む企業へ取材し函容をご紹介します。

Gこ

女性の就業の現状について、携一子出産前後の就袋継続率は、38.0%（※1)であり、上記廃策に

挙げられているl:t要と子育てを両立できる環邁が堅偏されることや、出産後就栄縫続しやすい環親が

王まれることで、下記ケースのような、王涯賞金に大きな差が王じることを回避することができます．

(※1)国立社会慄樟 ・人口問題研究所 「第14回出生勧同基本謁云（天婦調盃）」 より

［労働者） いったん退瞬してしまうと生涯賃金に大きな差が出る

大字辛稟I~. 22叢匝に訊は 28煎で勇一子.31痰で舅二子を出在と板定

生辺所得
（返閾金含む）

慣失額

竜児体又を利用せす、 60穀まで

窮莫しだ瘍合
21!!7,645万円

君児休蓋を1“問利用しだ渇合
1そnまでの砧5(J)4割を支したと配酎

2阻5.737乃P3 1.908万円

出蓬・子写て

期に一旦遠民 ・
することで、

IIートなどで9

蟹偶をしても＇
所繕が出01こ 紅棧訳労レて：

1いだ遭
‘‘ 

一本社所在地 ：久留米市三瀦町

事業内容 ：食品卸売業・レストラン事芸・臼販事業 ・旅館事業・農茎事業

誓理団に占める女性割合 32. 3%  

会社の万針により、性別や居用形葱に関わりなく能力で評価し、素誼らし

い人材はパート社貝から正1.t貝、そして晋理職になる横会が呂えられます．

それら社円の愚れた能力を見出すため、十分な予饂を確保し、人材育成プロ

グラムを入社時より継庄的に行っています．研修は、1名点の少ない他部速の

人の仕事に対する者え万や、業93を遂行する上で、部醤閻における侵先顆位

の意漆統一を図るための良い機会となり、実務に活かすことができています。

今期新しく、本社でワークライフ ・バランスを目的とし、6月中旬からノ

一残菜テーを毎日実紺しています。効宋としては、社羮一人一人が勤務時陣

内に仕尊を終わらせることを再認菰しており、限られた時問を効寧よく使っ

たメリハリのある腿潟作りができていると思います。より定時退社をしやす

い環境を経えることで社目がフライベートの充実を図り、柔軟な発想を王む

様尺な経験を9員み、仕事で只い成果を出してくれることを期待しています。
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一本社所圧迪： 久留米市梅満町
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社兵が子爾てを理由に退器することがないように、tt専と子貨てが両立す

るシステムとして．短縮時閾勤務の的給制を憑入しています．また｀入社師

より資格取毎の年次計画を作成し、社呂の資格取得を会社が全面的にサホー

トしています．資格取得することが、社呂自gのモチベーション向上につな

がっています．

産後、育児休暇を敗存した事務踪の女性社目の中には、自らの意思で投計

の資格取得1こチャレンジし見享合硲．悶湯復帰後は、技術醐へ転身した？t呉

もいます。短縮時問勤務の制度を活用しtt享と子君てを両立しながら設計の

一線で活躍しています．
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また、社員に対して「人に仕手を（寸けるのでなく、f:t詞こ人を付けること」

といつも話をしています．特定の社員しか分からないttaiが少なければ、社

目が困阻を取得したとしても、周囲の社兵がフォローすることができます．

社貝の相互の逗頼関係も芽生え休みの敗りやすい雰国気になります．

令後の営理院の登用について1;:、本人のやる気及び能刀があれば、男女の

性別に関わらす壱理識に登用する考えはあります．
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