ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
令和 4 年度 男女共同参画社会づくり基礎講座

誰にでもある無意識の思い込みについて知ろう

「アンコンシャス・バイアス」セミナー
アンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み
無意識の偏見）は誰もがもっています。自身のも
つアンコンシャス・バイアスを知り、影響に気付
くとモノの見方が変わるかも知れません。
■日時：11 月 30 日（水）13：30～15：00
■会場：羽後町活性化センター
（羽後町西馬音内字中野 187）
■参加費：無料（事前申込み）
■申込み締切：11 月 24 日（木）
■講師：和泉浩さん
（秋田大学教育文化学部教授）
■オンライン参加可能（講話視聴のみ）

発行

令和 4 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

自分力発掘セミナー
～名刺ワークを通して、自分の魅力を表現し
自分の魅力を発掘する～

２０２２年 １１月

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）

わたしのための起業・副業入門

秋田県南部男女共同参画センター通信

★第１２４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

好きなこと、得意なこと、心の奥にしまって
いる「やりたいこと」はありませんか？あなたの
思いをあきたＦ・Ｆ推進員が応援します。

事業報告

■日時：12 月 10 日（土）13：30～15：30
（横手市中央町 8-12）
■参加費：無料（事前申込み）
■申込み締切：12 月 5 日（月）
■講師：中川よしこさん
（美表情塾主宰／あきた F・F 推進員）

令和 4 年度 団体・グループ等の活動支援のための研修会等事業

心をととのえ、ストレスに強くなる
こころの健康づくり講座

■会場：かまくら館 5 階 研修室 4

■オンライン参加可能
※講座申込・問合せ：南部男女共同参画センター
電話：0182-33-7018 FAX:0182-33-7038
E-mail:sagec-7002@abelia.ocn.ne.jp

あなたの“いきいき”応援します。

9 月 21 日（水）湯沢勤労青少年ホームにて、あきたＦ・Ｆ推進員の由利栄美
さんを講師にむかえて開催しました。湯沢市民大学の受講生と一般参加者の 42
名にご参加いただきました。心を落ち着かせ、“今”に集中するめい想の方法や寛
容性を高めるコツなど、脳トレや簡単な体操を学びました。
アンケートでは、「頭がクリアになった気がした」「心体ともにスッキリした」

■託児あり：無料（申込み締切 12 月 2 日）

「めい想は心が

■実行委員：中川よしこ、長谷川聖史、林一輝

整ったように感
じた」
「年ととも

（あきたＦ・Ｆ推進員）

に体が疲れる。

■共催：横手市

この頃は気持ち

【由利栄美さん】

まで疲れていたが今日吹っ飛んだ」など
多くのご感想をいただきました。

トピック
10 月 3 日（月）横手市ふれあいセンターかまく
ら館にて、横手市市制施行記念表彰式が行われました。横手市表彰
条例に基づく表彰で、前秋田県南部男女共同参画センター長の藤原

秋田県
主催

惠美子さん（秋田県南ＮＰＯセンター理事）が長年にわたる横手市
男女共同参画推進協議会会長としての功績が認められ、表彰を受け
られました。受賞おめでとうございます。

令和 4 年度 咲きほこれ！あきたウーマンパワー応援事業

あきたの男女共同参画連携会議

10 月 1 日（土）秋田市のアトリオンにて、秋田県の男女共同参画推進に関連
する方々が集まり、事例発表や基調講演、分科会が開催されました。

南部男女共同参画センターの
情報を簡単にスマホで
右の QR コードからご覧いただけます。

ホームページ

Facebook

QR コード⇨

QR コード⇨

国立女性教育会館理事長の萩原なつ子さんの講演では、
「地域づくりのために
は、異質なものが入ってきた時に受け入れられるかが大切で、ギャップを埋め
㈱和賀組の取組み一部紹介
る作業が必要」等のお話がありました。男女共同参画の理解を広げるには対話
することが大切なことを再認識しました。分科会の企業における女性活躍推進

【荻原なつ子さん】

に向けた取組み「私をあきら
めない働き方」と題して、和賀幸雄さんからは経営者と
しての取組みを、そしていくつかの企業で勤務経験のあ

編集後記 職場の私が座っている場所から街路樹のケヤキの木が見えます。日に日に葉が色づいてとてもきれいです。
同じケヤキなのに紅や黄で色が違うし、よく見ると樹形も違います。調べてみるとケヤキは遺伝によって紅葉か黄葉かにわ
かれるそうです。並んでいる同じ木の葉の色が違うのも見ていて楽しく感じます。普段何気なく見ている木や自然の変化を
気にとめ、心をゆっくり落ち着かせる時間をもちたいと思います。（小山）

る伊藤弘子さんからは、自身のあきらめない働き方につ
いてお話いただきました。ファシリテーターは坂本佐穂
さんが務め、三人ともに、あきたＦ・Ｆ推進員として男
女共同参画の推進活動をされています。
㈱和賀組の取組み一部紹介

交流事業

第 20 回 南部ハーモニープラザまつり

9 月 10 日（土）～17 日（土）

センター登録団体の交流と活動促進、発表の場として開催しました。写真で振り返ります。

共催事業
報告

令和 4 年度 秋田県地域自殺対策強化事業

トランスジェンダーの現実と「自分の人生を生きる」を考える
映画上映と講演会

10 月 8 日（土）南部男女共同参画センターで
性と人権ネットワークＥＳＴＯ主催の映画上映と
講演会が開催されました。
映画『I Ａｍ Here －私たちはともに生きてい
る－』はトランスジェンダーの浅沼智也さんが監
督し、年代の違うトランスジェンダーの皆さんに
インタビューしたドキュメンター映画。自身や家
族にもカメラを向けています。
講演は秋田市出身の「ふたばさん」が自身の生い立ちから現在までのこ
と、家族との関係性や自身の思いについて話されました。「差別は感情から
訪れる」「理解できないものに対して反撃しない」など、ふたばさんから提
案がありました。
「知らないことに対して生まれる感情」で時には相手を傷つけてしまう場
合があります。多様性について、まずは知ることから始めてみてください。

お知らせ

11 月は「児童虐待防止・ＤＶ防止推進月間」です

秋田県は 11 月を児童虐待防止・DV 防止推進月間としています。 11 月 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感染症等の影響により家庭内のＤＶが増えてい
ます。暴力は身体的暴力だけでなく、精神・心理的、経済的、社会的、性的などの暴力があります。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。

参加団体

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 相談ナビ ☎＃8008
（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）
◆南福祉事務所 ☎0182-32-3294（県南地域）
（平日 午前 8 時半～午後 5 時 15 分）
◆あきた性暴力被害者サポートセンター「ほっとハートあきた」
☎0800-8006-410 （平日 午前 10 時～午後 7 時）
※男性の相談者には男性コーディネーターが対応します。

展示物や
動画はセンターの
ＨＰからいつでも
観ることができます。
右下の QR コード
から、どうぞ♪

QR コード

活動紹介・活動発表動画（YouTube）
◆ＮＰＯ法人「太陽の園」
◆かまくら横練会
◆庭じかん
◆横手ふるさと語りの会
「とっぴんぱらりのプー」
◆よこて和生の会
協力
◆ＮＰＯ法人「太陽の園」
◆特定非営利活動法人
障がい者自立生活センター「ほっと大仙」

活動紹介・作品展示（会場）
◆秋田 EM フレンド
◆あきたクロスロード研究会
◆秋田県南若者サポートステーションよこて
◆新日本婦人の会
◆庭じかん
◆横手かまくら吟社

◆横手山岳協会
◆よこて和生の会
◆横手星の会
◆朗読グループあおぞら

ＨＰをご覧になる場合は「秋田県南部男女共同参画センター」からも検索できます。

児童虐待相談窓口
◆全国共通ダイヤル ☎189
（通話無料・最寄りの児童相
談所につながります）
◆秋田県中央児童相談所
☎0182-42-4152
※24 時間対応で無休です。
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。

12 月 10 日は「人権デー」です
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。令和 4 年 4 月 1 日から「秋田県多様性に満ち
た社会づくり基本条例」が施行されています。この機会に人権について考えてみませんか。

