デート DV 防止予防研修に参加した感想をお寄せいただきました

あなたの“いきいき”応援します。
発行

男女共同参画あきた F・F 推進員 永井信行

拝聴しました。これまでは DV と聞くと男性からの暴力行為などをイメージしていましたが、最近の若者
一概に例を挙げるのは難しいのですが、次のような行為が増えているといいます。まず、スマートフォン
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昨年末、男女共同参画あきた FF 推進員研修として、橫手市内の高校で行われたデート DV 予防講座を
たちの間では女性からの暴言や暴力も増えてきているようです。DV は人によって感じ方が違いますので
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によるトラブルで「通話履歴やメールなどを監視する」
「返信が遅いと怒られる」など。ほかにもスマー
トフォンとは関係ありませんが「1 日の行動を全部報告させられる」「高額なプレゼントを要求される」
など様々のようです。これらは交際相手に対する独占欲が強く、ほかの異性との接触を制限し、自分一人
のための存在であるとの勘違いから生じる暴力ではないかと考えられます。こうした被害にあった場合
誰に相談するかといえば、一番多いのが「友人」
。確かに
話しやすいのは友達だろうからこれは分かります。次はな
んと「誰にも相談しない」だそうです。一人で悩んでいる
若者がいかに多いかということがわかりました。このこと
から、若者たちが被害者になる前に知識を得る機会を充実
させるとともに相談される側になった場合の指導も必要で
はないかと感じました。若者の悩みは身近で一番良く理解
できる若者同士で解決するのが理想的なのではないでしょ
うか。そのためには、私たち大人社会から DV を無くし、
範を示さなければなりません。

DV に関する相談窓口
・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 9 時
・DV 相談ナビ

☎0570-0-55210

・南福祉事務所
☎0182-32-3294
平
日 午前 8 時半～午後 5 時 15 分

令和 2 年度「男女共同参画週間」キャッチフレーズ決定
最優秀作品

「そっか。いい人生は、いい時間の使い方なんだ。」

山野大輔（大阪府）

男女共同参画週間（全国）とは、内閣府が男女共同参画社会基本法の目的や基本理念に関する国民
の理解を深めるために毎年 6 月 23 日から 6 月 29 日を主唱しています。地方公共団体や女性団体が
各種行事等を実施します。秋田県は 6 月を男女共同参画推進月間としています。今年度、センターで
は「カラーリボン運動」について館内展示と WEB 配信を予定しております。

お知らせ

秋田県南部男女共同参画センターの開館について

5 月 8 日より通常通り開館しています。緊急事態宣言期間中ですので、感染防止措置等を行っていま
す。入館時にチェックシートに氏名、連絡先、健康状態、県内在住者であることの記入をお願いしてい
ます。またマスク着用と手指の消毒、三密（密閉、密集、密接）をさけ、換気を行いながらのご利用に、
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
ご利用について不明な点はお問合せください。南部男女共同参画センター☎0182-33-7018
編集後記 家庭内での DV が多くなっているというニュースを見聞きします。あたりまえだと思って生活してきたことが幸せなこ
とだったと気付いた時、家族に優しくなれると思うのです。東京オリンピック応援歌として桑田佳祐さんがつくった『SMILE～晴れ
渡る空のように～』という歌は、今では医療従事者や皆に向けた応援歌に聴こえ勇気と元気をもらいます。新型コロナウイルスの
終息後は、どんな世の中になるのだろう。テレビやネットの情報に不安が増しますが、考える時間がある今だからこそ明るい未来
を想像し今できることをやろうと思います。今年度の男女共同参画週間キャッチフレーズがぴったりです。（小山）

新年度あいさつ
秋田県あきた未来創造部 次世代・女性活躍支援課
課長 信田 真弓
秋田県あきた未来創造部次世代・女性活躍支援課長の信田でございます。
日頃、南部男女共同参画センターを御利用いただき、支えてくださっている地域の皆様には、この場をお借り
して厚くお礼申し上げます。
さて、人口減少や少子高齢化の状況下にあっても、本県の活力を維持・向上させていくためには、性別や年齢
にかかわらず、県民一人ひとりが、あらゆる分野で活躍できる環境づくりが重要であると認識しております。
県では、県政運営指針である「第 3 期ふるさと秋田元気創造プラン」や「第 4 次秋田県男女共同参画推進計画」
に基づき、男女共同参画社会の実現に向け取り組んでおり、加えて今年度からスタートした「第 2 期あきた未来
総合戦略」により、さらに取組を充実させ進めてまいります。
具体的な取組としては、あらゆる分野における女性の社会参加と地域活動の促進を図るため、地域において男
女共同参画を進める人材や担い手の育成を行うほか、女性が職場で生き生きと活躍できるよう気運の醸成を図る
とともに、行動計画の策定や女性活躍に取り組む企業に対し支援しております。
特に、企業の取組促進のため、秋田県商工会連合会内に「あきた女性活躍・両立支援センター」を開設し、職
場での女性の活躍推進や仕事と育児・家庭との両立支援に関する制度周知のほか、相談への対応、専門アドバイ
ザーの派遣などをワンストップで行っており、開設後の約 2 年間で行動計画策定企業は着実に増加してきており
ます。
また、昨年度は、南部男女共同参画センターを拠点に、地域の中心となり活躍できる女性の育成と、その活動
を支援する体制づくりを進めるため、女性消防団員の育成をテーマに、活躍する女性や活動団体との意見交換会
を開催したほか、その場で出された課題の解決に向けて、双方が連携し取組を実践するなどの事業を実施してい
ただきました。その成果として、参画された方々のスキルアップはもとより、地域における自主防災組織への女
性の参画意識を高めることができたものと感じております。
今年度は、本県の女性の自治会長に占める女性の割合が （あきた未来創造部次世代・女性活躍支援課 女性活躍・両立支援班）
1.9％（全国 43 位）と低率な現状を踏まえて、自治会長
などの自治会を運営できる女性が増えるよう実践的な取組
を実施することとしております。
このように、あらゆる視点から男女共同参画社会を実現
するために、皆様とともに取り組んでまいりたいと考えて
おりますので、今年度策定する「第 5 次男女共同参画推進
計画」に対し、広く御意見をいただくとともに、今後も、
県の施策に対する御理解と御協力をよろしくお願いいたし
ます。
結びに、男女共同参画センターは、地域における男女共
同参画社会の実現に向けた拠点として、各種情報や研修機
会の提供とともに、地域活動を実践する人と団体とのネッ 左上から、主事・須藤優平、主任・福田惇雄
トワーク構築を支援してまいりますので、皆様には引き続 主査・近藤真也、副主幹・柏崎綾子、副主幹・會場由紀子
きセンターの御利用とともに、運営への御協力をお願いい 左下から、専門員・渡辺哲也、政策監・新号和政
課長・信田真弓、副主幹兼班長・柴田正希
たします。

「男女共同参画かるた」が大学の授業で使用されました

新年度スタートにあたって
南部男女共同参画センター
センター長 藤原 惠美子
令和 2 年度がスタートしましたが、新型コロナウイルスという誰しも予想だにしなかった見えない敵であ
る大変脅威な存在との闘いをすることになってしまいました。世界中で多くの方々が感染し亡くなってしま
いました。言葉に表せない程の悲しさで胸がつぶれるような思いです。亡くなられた方々のご冥福を心から
お祈り申し上げます。また、新型コロナウイルス感染拡大防止のためセンターの臨時休館にあたっては、皆
様に大変ご迷惑をお掛けしております。今後につきましては、引き続きご理解とご協力をよろしくお願いい
たします。
さて、日頃から当センターをご利用いただき誠にありがとうございます。また、事業へのご協力をいただ
き併せてお礼申し上げます。新年度も学習研修事業等に力を入れてまいります。皆さまからのご意見も積極
的に取り入れていきたいと思っております。令和元年度におこなった受託事業は、女性消防団員を増やそう
という内容でした。防災分野での女性リーダー育成につながる機会であったと感じております。女性の視点
を活かした防災は、今最も必要とされていることです。今後益々力をいれていくべき事業で
あると思っております。あらゆる場面において女性の視点が活かされていくことが、誰にと
っても生きやすい社会の実現につながります。最後に、センターの利用にあたっては、皆さ
ま方の心地良い居場所づくりを目指してスタッフ一同取り組んでまいりますので、どうぞよ
ろしくお願いいたします。

東京家政学院大学の「男女で担う家庭生活」「男女共同参
画時代のパートナーシップ」という授業のなかで実際にかる
たを行い、
「“私らしく”生きるために」と題して学ばれたよ
うです。また、高等学校の新家庭総合「パートナーシップで
つくる未来」の学習指導過程を大学生自らが作成し、教師と
して授業展開していくなかで「男女共同参画かるた」を使用
し、男女が協力して家庭を築くことの意義について理解を深
めるための学習教材、という設定で使用されたそうです。
昨秋、インターネットで「男女共同参画かるた」で検索し
たと東京家政学院生から電話をいただきました。どんなふう
に授業で使用されるんだろうと興味がわきました。返却には
授業風景の写真と授業指導過程資料と感想が同封されていま
した。学生が男女共同参画を学んでいることに嬉しく感動し
ました。子どもの頃から学ぶことが出来たなら、男女共同参
画社会の推進と、それぞれが自分らしい人生を送ることが出
来る社会になるだろうと思います。
「男女共同参画かるた」

秋田県南部男女共同参画センター職員紹介

は秋田弁の句もあり意味がわからなかったと思います、ネッ

今年度も昨年同様このメンバーで頑張っていきます。今年度は地域で活躍する人材を育成するための事業に

トで調べたのかなと想像しました。

ベトナムと日本の架け橋
登 99 録 NPO

防災についての講座を開催予定です。地域の皆さんと一緒に防災について考えていきたいと思います。共助組
織の立ち上げ等に携わっている当法人（秋田県南 NPO センター理事）共助担当の八嶋も事業に参加します。ど

団体紹介

うぞよろしくお願いいたします。
八嶋 英樹
最近は家にいることが多いので、コレクショ
ンした好きな音楽を聴いて気分転換すること
が多いです。あまり聞く機会のなかった CD な
どもあらためて聞いてみると新たな発見もあ
り、ついつい時間を忘れて聴き入ってしまいま
す。読んでない本、途中で止まった本なども読
んでみようかと思います。新型コロナウイルス
の終息がいつになるのかわからない状況です

小山 留理子

今 拓也
プロサッカーの観戦が好きです。しかし、

洋裁が趣味で自宅に布が沢山あ
りました。趣味をいかして布マス

今年は世界的に試合が開催できない状況が

クを作っています。親戚や友人に

続いています。この機会に往年の名試合・名

贈ったら思いのほか喜ばれたのが

場面を観て、あの頃にプレイバックしたい

嬉しくて、時間をみつけては作り

と思っています。そんな中、息子（５歳）が

ます。有難いことにマスクを贈っ

国旗に興味を持ったことから転じて、サッ

た友人たちからは、マスクの材料

カーゲーム好きとなり（見て歓声を挙げて

の布やゴムをいただきました。

は、はしゃぐ）、プレイをすることをせがま

が、やりたいことをすぐ行動に移せるように自
分磨きをして過ごそうと思います。

れるもので、彼の専属プレイヤーとしてせ
っせとやってみせるのでした。

佐々木 博紀
新型コロナウイルスの感

井上 博子 副センター長
実家の母に手伝ってもらいながら、家の前
の畑で夫といろいろな野菜を育てています。

が、土や自然と触れ合うことにとても幸せを
感じる今日この頃です。
●「今、おもうこと」
「最近、ハマっていること（関心・興味のある）
」

藤原 惠美子 センター長

に向けて「男女共同参画かるたの句」として
公募し、絵はセンター利用者でもあるプロの

向かうのを祈ってます。

方に依頼して職員が手作りしました。地域の

テレワークが多くの会社で

と朝夕の水やりや雑草と格闘する毎日です

女共同参画センターが平成 25 年に一般の方

染拡大が一日も早く収束に
また、リモートワークや

畑仕事の朝活は気持ちいいですよ。夏になる

「男女共同参画かるた」とは、秋田県南部男

高齢者の会や「プラザまつり」等で利用され

取り入れられ、都市と地方

ています。右の最優秀賞作品は高校生の句で

の繋がりの輪が広がればい

す。希望者には貸出していますので、南部男

いと思います。

女共同参画センターへご連絡ください。

感想をいただきました

