
11月は「ＤＶ防止推進月間」です 
   

   

   

   

   

   

   

 

会話のなかで何となく「イヤだな・・」と感じたこ

とはありませんか？知らず知らずのうちに自分も相手

にそんな思いをさせているかもしれません。学ぶこと

でより良い人間関係をきずきませんか？ 
 

■日時：令和 2年 12月 17日（木） 

午後 1 時 30 分～3 時 30 分 

■場所：羽後町活性化センター 

（羽後町西馬音内字中野 187 羽後町役場正面） 

■講師：本田正博さん 

（ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン東北事務局長） 

■参加費：無料 
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あなたの“いきいき”応援します。 

秋田県南部男女共同参画センター通信 ★第１１２号 

 

南部男女共同参画センター登録団体の作品展・開催 
 

展 示 期 間     登 録 団 体 名        展 示 内 容（団体の活動紹介） 

11 月 15 日～12 月 10 日  横手山岳協会          山の写真展 

11 月 15 日～12 月 10 日  横手星の会           星の写真展 

12 月 1 日～12 月 26 日    野いちごの会            クリスマス展（フラワーアレンジメント）   

12 月 14 日～ 1 月 10 日   楽書会                書道展 

1 月 15 日～ 2 月 20 日  性と人権ネットワーク ESTO   性と人権パネル展 (仮)        

2 月 22 日～ 3 月 20 日  あきたＦ・Ｆ推進員       カラーリボン運動へのメッセージ展（再展示） 

 

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 

団体・グループ等の活動支援のための研修会等事業 

セミナー「オンライン会議やってみた」 

事業報告 
 

利用が急速に拡大している“Web 会議システム”。「ニュース等では頻繁

に見聞きしますが、基礎知識もなく使ったことがないため不安」との声を

受け 8 月 21 日、9 月 18 日、11 月 7 日に開催しました。セミナーでは各

社 Web システムの違いを知り実際に使ってみることを目的に、各回少人数

で初心者向けに開催しました。「ZOOM のみの説明だけでなくオンライン

会議の意義や用途の説明があったのが良かった」「少人数なので直接質問

する機会が多くあり、助かりました」等のご感想をいただきました。 

 11 月は ＤＶ防止推進月間と児童虐待防止推進月間です。12 日から 25 日まで「女性に対する暴力をなくす

運動」期間です。新型コロナウイルスの影響で、家庭内のＤＶが増えています。暴力は身体的暴力だけでなく、

精神的、経済的、性的などの暴力がありますので、ひとりで悩まず相談してください。また、児童虐待かもし

れないと思ったら迷わずお電話してください。 
 

相談窓口                             児童虐待相談窓口 

◆秋田県女性相談所 ☎018-835-9052 ☎0120-783-251        ◆全国共通ダイヤル ☎189 

  （平日 午前 8 時半～午後 9時 土日祝日 午前 9 時～午後 6時）      （最寄りの児童相談所につな 

◆DV相談ナビ ☎0570-0-55210                 がります） 

  （全国統一の電話番号を通じて最寄の相談窓口を案内するサービスです）    ※連絡は匿名で行うことが 

◆南福祉事務所 ☎0182-32-3294                 可能で、連絡者や内容に関 

（月曜日～金曜日 午前 8時半～午後 5時 15分）           する秘密は守られます。 

令和２年度 男女共同参画社会づくり基礎講座 

イキイキ職場宣言事業所で働く女性のスキルアップ

や活躍を応援するセミナーを開催します。 
 

■日時： 1 回目 令和 2年 12月 4日（金） 

2 回目 令和 3年 1月 22 日（金） 

両日とも午後 1 時 30 分～3 時 30 分 

■場所：湯沢グランドホテル（湯沢市材木町 1-1-1） 

■アドバイザー：高橋玲子さん、津田宏美さん 

       （ウーマンキャリアラボ） 

■定員：先着 20 名  

■参加費：500 円（2 回目のみ） 

（2 回目は異業種交流茶話会あり） 

「次世代リーダー応援セミナー」全2回 
  

 

編集後記 毎年この時期になるとクリスマスリースに使用する実や針葉樹を採りに山に入るのですが、今年は熊がいるか

もしれないと迷っています。数年前から針葉樹が枯れてきているのが気になっていましたが、今年は春から枯れた木が目立

つようになりました。気候の変化や人の手がはいらず荒れてしまった里山を元に戻すにはどうしたらよいのだろう。植物や鳥

など森に入ると自然に生きるものたちの力強さを感じて、自分の悩みや不安など小さく思えてきます。（小山） 

お知らせ 

「地域の女性リーダー養成塾」 
  

 

安心安全で魅力的な地域づくりには女性リーダーの

存在が欠かせません。自治会の存続と持続可能な活力

ある地域社会をめざし、一緒に考えてみませんか？ 
 

■日時：令和 2年 12月 14日（月） 

午後 1 時 30 分～3 時 

■場所：横手市平鹿生涯学習センター多目的ホール 

（横手市平鹿町浅舞字覚前後 140） 

■講師：越前 貞久さん（大館市御坂町内会 会長） 

■アドバイザー：津田宏美さん（ウーマンキャリアラボ） 

        高橋みどりさん（あきたＦ・Ｆ推進員） 

               八嶋英樹さん（秋田県南ＮＰＯセンター理事）  

■定員：50 名  

■参加費：無料 

 

「地域の女性防災リーダー育成講座」 
 
 

 

令和２年度 地域の女性リーダー育成事業 

 

令和２年度 地域サポーター養成講座 

 
緊急時には女性の視点が高齢者や子どもの安心につ

ながります。いつ起きてもおかしくない自然災害にそ

なえるために一緒に考えてみませんか？ 
 

■日時：令和 2年 11月 20日（金） 

午後 3 時 30 分～5 時 

■場所：横手市福地地区交流センター（ふくふく館） 

（横手市雄物川町柏木字後田 7） 

■定員：20 名  
 
■日時：令和 2年 12月 20日（日）午後 5 時～6 時 

■場所：横手市ほろわ地区交流センター（旧前田公民館）

（横手市大森町八沢木字前田 33-2） 

■定員：30 名  

■講師（両日共通）：加賀谷七重さん 

         （エンパワーメント With） 

 講話「それだば、もったいね～女力も活かそう災害時」 

 牛乳パック非常用備蓄実演 

■参加費：両日とも無料 

 

 令和２年度 男女共同参画社会づくり基礎講座 

 「ハラスメントを学ぶ」 
 
 

 10 月 27 日（火）午前 10 時から横手市金沢地区交流センター金沢孔城 

館にて、防災研修会が開催されました。 

第２部のシンポジウム「金沢地区で自然災害が発生したら」の意見交換 

に藤原センター長がアドバイザーとして登壇しました。はじめに、以前こ 

の金沢地区で起きた水害の様子や避難活動について地域の方から報告があ 

りました。藤原センター長は、3.11 東日本大震災の時の避難所で、女性の 

リーダーがいなかったことから様々な場面で女性たちが苦痛を強いられた 

ことなどを具体的な例を挙げ話しました。そして、日常に出来ないことは 

非常時にはもっと出来ないこと。地域の防災を考えたとき、意思決定の場 

には必ず女性が必要であると女性リーダーの重要性について語りました。 

 

地域サポーター養成講座  「地域の女性防災リーダー育成講座」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「競争社会からの離脱」 

 

秋田プライドマーチ共同代表 国際教養大学 伊藤 月
る

菜
な

  

秋田県と秋田県人権啓発活動ネットワーク協議会が主催する、秋田県男女共同参画推進事業ハーモニー

フェスタ 2020 が 9 月 12 日横手市交流センターわいわいぷらざで開催されました。新型コロナウイルス

感染防止のためにイベント等が中止されるなか、ビデオやオンライン出演に変更したりと、開催にあたり

出演者の皆さん、実行委員、各ブースの団体の皆さん、ボランティアさん他たくさんの方々のご協力で無

事開催することが出来ました。また、たくさんの方にご来場いただきました。ありがとうございました。 

大学生となった今、これまでの学校生活を考えたときに、苦しかったことの

一番大きな原因は「競争」であると最近ふと考える。小学校からの運動会、中

学校以降のテストの順位、高校・大学受験。生きている中で、能力に周りの

人々から順位を付けられる場面は多いように感じる。例に挙げたもの以外で

も、体型や家庭の裕福さ、正確な数字が見えないものまでもが競争の対象にな

っていた。 

 

令和２年度 秋田県男女共同参画推進事業 
 

誰一人置き去りにしない、まちづくり 人権×防災×SDGｓ 

 

必ずしも競争が悪いというわけではない。もちろん、中には他人の頑張り

を自分のエネルギーに変え、さらなる高みへと向かうことができる人も大勢

いる。しかし、私がここで提示したい問題は、少なくとも９年もある義務教

育の中で、私たちは競争を生きる軸にしてしまうことである。順位をつける

ことだけが問題ではなく、この世界を生きるうえで優劣が判断の基準になっ

てしまうことが往々にしてある。今回の寄稿では、競争社会からの離脱が、

どのように多様性を受け入れることにつながるのかを考察してみようと思

う。 

特別寄稿 
 

 いじめや差別が問題として取り上げられるようになってきた。これらの問題

を正当化するわけではない。問題を根本的に解決するという観点から見たとき

に、問題の原因は「満たされなさ」にあるのではないだろうか。子供の満たさ

れなさを考えるときに、私たち大人が忘れてはならないことは、子供たちはと

ても小さな世界で生きているということだ。大人は、小・中・高の学校の同級

生・先生、現在の職場、地域のコミュニティ、もしくは趣味のコミュニティも

あるかもしれない。それに比べ子供たちは、住んでいるコミュニティと学校の

コミュニティが同じのため、習い事や引っ越しの経験がない限り、家と学校だ

けの小さな活動範囲内で生活している。つまり、ストレスからの逃げ場がない

わけである。それに加え、勉強が苦手だと先生からも、友達からも、親からも

「頭が悪い」というラベルを貼られ、運動が苦手だと「運動神経が悪い」と周

りにからかわれ、周りの生徒より体の発達がよいと「デブ」などと心無い言葉

を浴びせられる。このような多くのストレスが学校には存在し、これらのスト

レスが恐怖の種へと変わる。もしかすると苦しい経験がない生徒を見つける方

が難しいのかもしれない。 

  

秋田県男女共同参画社会づくり表彰 
【ハーモニー賞】子育てカフェ・にこリーフ 

【チャレンジ賞】安田 美紀さん 

金沢地区交流センター運営協議会防災展示 
 

宗片恵美子さん 
講話「今、なぜ防災なのか」 

 

麓幸子さん講話「秋田活性の 
カギは女性が握っている！」 

大曲人権擁護委員協議会 
パネル展 

 

パネルディスカッション麓幸子さんと秋田県男女共同参画セ
ンター長 佐藤文枝さん、佐々木美奈子さん、藤原惠美子さん 
 
 

司会 奥真由美さん 
（あきたＦ・Ｆ推進員） 

 

 

 大多数に所属していても、小さな違いが周りから疎外されてしまう恐怖の

中に生きている子供たち。このような社会には、「誰かに受け入れられている」

と安心できる場所はないのかもしれない。このように心が満たされていない状

態で、セクシャリティや肌の色などといった明らかな違いを持つ人を受け入れ

る努力、すなわち多様性を受け入れることが、このような子供たちにできるの

だろうか？多様性を受け入れる第一歩は、まずは子供たちをありのままに周り

の大人たちが受け入れることなのかもしれない。 

社会福祉法人相和会 相愛保育園  
沖縄舞踊 

ふうせんや SHIBU さん 
バルーンアートパフォーマンス 

よこて園芸療法の会「庭じかん」 
多肉植物の毛糸玉づくり 

あきたエコマイスター県南協議会 
横手ＥＭ推進会 

あきたＦＦ推進員 
「SDGｓを知ろう」 

ＮＰＯ法人障がい者自立支援 
センター「ほっと大仙」 
 

ＮＰＯ法人「太陽の園」 
 


