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令和 3 年度 地域の女性リーダー育成事業「養成塾」

地域を救う女性のチカラ
～持続可能な自治会とは～
この先も住み慣れた地域で安心して暮らしていく
ためには、自治会の存続が欠かせません。女性も男
性も、一人ひとりの力を発揮できる自治会活動につ
いて一緒に考えてみませんか。
■日時：11 月 17 日（水）13 時 30 分～15 時 30 分
■会場：横手市役所十文字地域局
（横手市十文字町字海道下 12-5）
■参加費：無料（事前申込み）
■講演/講師：能登祐子さん
（能代市自治会連合協議会会長）
■意見交換と質疑応答「能登さんに聞いてみよう」
■オンライン（ZOOM）参加可
令和 3 年度 地域の女性リーダー育成事業

学び、つながる自治会女性交流会
自治会長や自治会等役員として活動している女性
が家庭と両立しながら自治会活動を継続するために
ともに学び、つながるための交流会を開催します。

あなたの“いきいき”応援します。
発行

令和 3 年度
地域で活躍する人材を育成するための研修会等事業
好きなことから始めてみる

秋田県南部男女共同参画センター
（愛称：南部ハーモニープラザ）

女性のための起業・副業セミナー
複数の仕事で活躍する女性が自身の働き方や経験
を紹介します。好きなことや得意なことで起業・副
業を考えている女性へ未来設計について考えてみま
せんか。
■日時：11 月 24 日（水）13 時 30 分～15 時 30 分
■会場：仙北市役所田沢湖庁舎 3 階第 1 会議室
（仙北市田沢湖生保内宮ノ後 30）
■参加費：無料（事前申込み）オンライン（ZOOM）参加可
■パネリスト：西宮三春さん
（三春と歩のがっこやさん/がっこの学校いぶりがっこう主宰）
パネリスト：草彅幸子さん
（Happiness＆Emotion 代表）
■コーディネーター：坂本佐穂さん（あきたＦ・Ｆ推進員）
■実行委員：あきたＦ・Ｆ推進員
（坂本佐穂/冨岡美津子/冨木弘一/西宮三春）
■オンライン（ZOOM）参加可
■託児あり：無料（申込み締切日 11 月 16 日）

■日程：12 月 8 日（水）13 時 30 分～15 時
令和 3 年度 「男女共同参画フォーラム」
■会場：羽後町活性化センター2F 視聴覚研修室
ＮＷＥＣフォーラム 2021
（羽後町西馬音内字中野 187）
ジェンダー平等を実現しよう
■参加費：無料
男女共同参画推進に関わる人々が、地域・組織・
■アドバイザー：高橋みどりさん（あきたＦ・Ｆ推進員） 分野を越えて、日頃の実践や研究の成果を分かち合
います。ジェンダー平等実現に向けた具体策を、と
講座申込・問合せ：南部男女共同参画センター
もに考えていきましょう。
■開催期間：12 月 1 日（水）9 時～
電話：0182-33-7018 FAX:0182-33-7038
21 日（火）17 時まで
E-mail:sagec-7002@abelia.ocn.ne.jp
■参加費：無料
■主催：独立行政法人 国立女性教育会館
■申込み：「ヌエック」で検索し、ヌエックのホー
ムページからお申込みください。

避難訓練
10 月 4 日（月）南部男女共同参画センターの託児室から出
火したことを想定して、ご利用者と職員 12 名で避難訓練を実
施しました。例年なら消防職員の立ち合いのもとに実施して
いますが、コロナ禍で職員とご利用者だけで行いました。一人
ひとりが一連の流れをしっかり把握し、いざという時に行動
ができるよう訓練しました。

編集後記 先日ダブルレインボー（二重の虹）を見ました。水滴の中を光が 1 回反射し虹ができるそうですが、水滴の中
の光が 2 回反射すると二重になるそうです。いろいろな条件がそろわないとできない奇跡的なことから、二重の虹は吉兆
の印だそう。美しい景色を見たり、人との出会いや偶然の出来事は全部奇跡なのかもしれないと思うこの頃です。小山

２０２１年１１月

秋田県南部男女共同参画センター通信

★第１１８号

〒013-0046 秋田県横手市神明町１－９
TEL.0182-33-7018 FAX.0182-33-7038
http://www.akita-south-jender.org/
E-mail sagec-7002@abelia.ocn.ne.jp

事業報告
令和 3 年度 団体・グループ等の活動支援のための研修会等事業

イライラをイキイキに変えるアンガーマネジメント講座
9 月 15（水）
、湯沢勤労青少年ホームで、湯沢市民大学の受講生と一
般市民 38 名の方にご参加いただき開催しました。講師はアンガーマネ
ジメント「怒らない体操インストラクター」の佐藤マサルさんに務めて
いただきました。怒りの仕組みを知り、上手に怒る方法等、怒りの感情
と向き合う方法を学びました。参加者から「怒りに対しての自分の気持
ちをコントロールする仕方などの話がよく理解できました」
「とても楽
しかった、もっと前に知っていればと思うことがありました、これから
活かしていきたいです」などの感想がありました。
令和 3 年度 男性の家事・育児と仕事の両立を促進するためのセミナー等事業

「カジダン・イクメンのススメ」
9 月 28 日（火）
、松與会館で、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）を講師にむかえ、18 名（オンライン 6
名）の方にご参加いただきました。男性脳と女性脳の違いや、家事・育
児を行なうことで仕事への良い影響等について学びました。アンケート
から、
「完璧な家事を目指さなくても 5～8 割でも有難いと思ってもら
えるということで、苦手な分野でも挑戦していきたい」「近い将来、良
好な夫婦関係を築くためにも、できることから実践します」「男性から
みた家事や子育ての話ができてよかった」などの感想がありました。

令和 3 年度 女性の管理職やリーダーを育成するための研修会等事業

次世代リーダー応援セミナー（2 回目）
10 月 13 日（水）
、南部男女共同参画センターを会場に、企業で働く
女性を対象にモチベーションアップと管理職を目指す女性のネットワ
ークづくりのための講座（オンラインのみ）を開催し、15 名の方にご
参加いただきました。講師はあきたＦ・Ｆ推進員でキャリアコンサルタ
ントの高橋玲子さん。女性活躍推進や理想の女性リーダーに求められる
こと、コミュニケーション方法等について学びました。グループセッシ
ョンで他企業の方と話ができたことで、刺激や気付きがあり楽しかった
という感想が多くありました。職場は違っても、管理職として同じ悩み
を抱えていることで情報を共有できる場として、今後はネットワークで
のつながりを目指しています。

令和 3 年度 交流事業

第 19 回 ハーモニープラザまつり WEEK (9 月 11 日～17 日) 開催報告

ハーモニープラザまつり WEEK によせて
センター長 井上 博子

センター利用登録団体相互の交流を促進するとともに、男女共同参画について関心と理解を深めるために
例年（昨年は中止）開催しているハーモニープラザまつり。コロナ禍で大人数が集まることができない今年
度は、開催を一週間にして会場展示と展示の様子をホームページと Facebook で紹介、活動発表と団体紹介
を YouTube で公開しました。男女共同参画に関するクイズ（参加者に景品プレゼント）やシトラスリボンプ
レゼント、併せて「横手凧の会」から寄贈していただいた凧の譲渡会を行いました。

5 月の利用者懇談会では、
「コロナ禍でのプラザまつり」が
テーマとして話し合われ、そこで利用団体の皆様よりたくさ
んのご意見をいただきました。
「例年のように集まって何かを
やるのは無理だが、昨年は展示発表しか出来なかった。何も
やらないのは簡単だけど、何かやってみよう。」そんな声に励
まされ、模索しながらも今年は１ＷＥＥＫで、団体の日頃の活
動の紹介として、作品展示と動画配信での発表を考えました。
動画配信は、初めての試みでしたが、各団体の方から「とても
良かった」との感想をたくさんいただきました。メンバー以外
の知人の方にも活動を紹介する良い機会となったようです。
コロナ禍で密にならないような工夫と、「このような状況
でも何か行動していこう」との皆様の思いで開催が叶いまし
たことに感謝申し上げます。ご協力頂き本当にありがとうご
ざいました。
コロナ禍を経て新しい時代へと様々な変化が予想されま
す。センターでは、利用者の皆様が充実した良い活動が出来る
様サポートしてまいりますので、今後とも宜しくお願い申し
上げます。
★横手凧の会の譲渡会では、12 名の方に 18 枚の凧が譲渡さ
れました。
★動画は、センターのホームページや Facebook にアップ。
現在も YouTube で配信しておりますので、どなたでもご覧
になれます。

お知らせ
動画を
いつでも
見られる
ように専
用のパソ
コンを
準備

参加団体 14 団体
【活動紹介・作品展示】
◆あいの森「いろ遊びの会」
◆秋田 EM フレンド
◆あきたクロスロード研究会
◆新日本婦人の会 横手支部
◆よこて園芸療法の会「庭じかん」
◆横手かまくら吟社
◆よこて和生の会
◆若者サポートステーションよこて

【活動紹介・活動発表動画】
◆秋田 EM フレンド
◆ＮＰＯ法人 障がい者自立生活センター
「ほっと大仙」
◆ＮＰＯ法人「太陽の園」
◆大仙民話の会（昔語りＣＤ寄贈）
◆ヒューマニティーコミュニケーション
◆よこて園芸療法の会「庭じかん」
◆横手マンドリンクラブ

11 月は「DV 防止推進月間」です

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ください。

相談窓口
◆秋田県女性相談所 ☎018-835-9052 ☎0120-783-251
（平日 午前 8 時半～午後 9 時 土日祝日 午前 9 時～午後 6 時）
◆DV 相談プラス☎0120-279-889（専門の相談員が 24 時間対応）
◆DV 相談ナビ☎＃8008（発信地から最寄りの相談機関に転送されます）
◆南福祉事務所（横手市）☎0182-32-3294
（月曜日～金曜日 午前 8 時半～午後 5 時 15 分）

児童虐待相談窓口
◆全国共通ダイヤル ☎189
（最寄りの児童相談所につな
がります）
※ 連絡は匿名で行うことが
可能で、連絡者や内容に関す
る秘密は守られます。

人権週間（12 月 4 日～12 月 10 日）
昭和 23 年（1948 年）12 月 10 日に国際連合の総会で世界人権宣言が採択され、その日を記念し 12 月 10
日を「人権デー」と定め、人権擁護活動を推進しています。日本では毎年 12 月 4 日から 10 日までを「人権
週間」とし全国的な人権啓発活動を行っています。感染者等への差別やインターネットによる人権侵害が社会
問題となっている今、人権について考えてみませんか。

