あなたの“いきいき”応援します。
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男女共同参画センター運営事業

第1回

利用者懇談会

令和 4 年度

第1回

発行

ネットワーク事業

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）

地域連携ネットワーク会議

今年度の南部男女共同参画センターの運営や交

県と県南の市町村の職員、あきたＦ・Ｆ推進員の

流事業等に反映させることを目的に開催します。

活動支援や相互交流を希望する登録団体の代表が集

センター利用への要望やプラザまつりについて話

まり、今年度の男女共同参画推進事業等の情報交換

し合います。

を行い、理解を深め相互協力を図ります。

■日時：5 月 24 日（火）13 時 30 分～15 時

■日時：5 月 27 日（金）13 時 30 分～15 時

■場所：南部男女共同参画センター

■場所：南部男女共同参画センター

秋田県南部男女共同参画センター通信

秋田県あきた未来創造部

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 29 日を「男女共同参画週間」としています。15 歳から 20 歳の方を対象にキャッチフ
レーズを募集し 3 作品が決まりました。

次世代・女性活躍支援課
課長 六澤 恵理子

秋田県あきた未来創造部次世代・女性活躍支援課長の六澤でございます。
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、3 月の国際女性デーに合わせて、民間の研究会が発表した都道府県版のジェンダーギャップ指

最優秀作品『「あなたらしい」を築く、「あたらしい」社会へ』（竹内瑠那さん
優秀作品 『じぶんを生きよう

★第１２１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

新年度あいさつ

■登録団体代表者（施設を利用している団体）

令和 4 年度「男女共同参画週間」キャッチフレーズ決定

２０２２年 ５月

北海道 17 歳）

自分の人生、自分らしく。』（小林怜生さん 福島県

20 歳）

優秀作品 『あなたの色と、私の色。混ざり合ったら新しい色。』（江越みずほさん 神奈川県 18 歳）

数によりますと、本県は全国の中でも行政、教育、政治の各分野で低位となり、男女間の格差が浮き彫
りになったところでありますが、男女共同参画センターにおける、男性の家事・育児と仕事の両立を促
進するための研修や、女性の管理職やリーダーを育成するための研修など、これまでの様々な取り組み
により、県内事業所における「男性の育児休業取得率」や「女性の管理職の割合」は増加傾向にあり、

ひとりで悩まないで相談してください
ハーモニープラザ相談室 ☎018-836-7846（10:00～17:00 日・祝日除く）
秋田県労働局健康安全課 ☎018-862-6683（平日 8:30～17:15）

●配偶者や恋人からの暴力（性的、身体的、精神的、経済的）について
ワンストップ支援センター ダイヤル#8891(24 時間
●性暴力について

最寄りの相談機関に転送されます)

秋田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 10:00～19:00 男性の相談者には男性のスタッフが対応します）
●児童虐待

県では「秋田県多様性に満ちた社会づくり基本条例」を 4 月から施行し、あらゆる差別の解消を図り
全ての県民が、個性を尊重しながら、多様な文化や価値観を受け入れ、互いに支え合う社会の形成を図

●生き方、職場や家庭、人間関係などについて
●治療と仕事の両立について

女性の活躍や仕事と育児の両立、県民への意識醸成は着実に推進されてきているものと考えております。

全国共通ダイヤル ☎189（24 時間 最寄りの児童相談所につながります）

ることとしております。この条例のもと、性別を理由とした差別のない社会づくりに向けて、引き続き
多様性に配慮しつつ「男は仕事、女は家庭」という固定的な性別役割分担意識のさらなる解消に向けて
取り組んでまいります。
また、本県の最重要課題である人口問題を克服するためには、少子化対策や社会減対策などに取り組
んでいく必要があり、その根本には多様性に満ちた寛容な社会づくりが不可欠であると考えております。
男女共同参画センターが、こうした時代のニーズに合った社会づくりにおいて重要な役割を担えるよ
う、地域の皆様とともに取り組みを進めてま
いりたいと考えておりますので、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

センター登録団体の皆さまへ

します。
最後に、南部男女共同参画センターでは、

いつもセンターをご利用いただきありがとうございます。新年度が始まり

地域における男女共同参画社会の実現に向け

団体の登録は自動更新となります。団体の代表者や事務局担当者の変更、住

た拠点として、各種情報や研修機会を提供す

所や連絡先の変更等がありましたらセンターに連絡をお願いします。

るとともに、地域活動を実践する人と団体と
のネットワーク構築に向けた支援を行ってま

編集後記 我が家の車庫に今年もツバメがきました。ツバメは幸せの象徴と子どもの頃から聞いていたので、毎年ツバメが
来るのを待っています。毎年来るのは同じツバメなのか気になり検索すると、夫婦どちらかが昨年来たツバメだということ。寿
命は 15 年くらいだが天敵が多くて 7～8 割は 1 歳まで生きることができないそうです。以前蛇に卵を取られてから数年こな
い時期がありました。無事にヒナがかえり旅立ってくれたらいいなと毎日観察しています。（小山）

いりますので、コロナ禍ではありますが、皆
様には引き続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たします。

令和 3 年度秋田県男女共同参画「あきた F・F 推進員」認定式が行

令和 3 年度認定
新あきた F・F 推進員紹介

われました。あきた F・F 推進員に認定された皆さま、更新された皆
さま、おめでとうございます。県南地域から 5 名が新しく認定されま
したので紹介します。自己紹介と抱負をお聞きしました。

いとう

ひろこ

かんの

みつよし

Symphony ～

～

すが よしのり

伊藤 弘子さん（横手市）

菅野 満義 さん（大仙市）

私は数年前に１年間、南部男女
共同参画センターに勤務してお
りました。研修生として研修会に
参加した際の講師麓幸子先生は、
以前勤務していた際にもお話を
伺っており、とても勉強になった
事を覚えております。また、「地
域を救う女性のチカラ」と題して
お話くださった能登先生からも
身近な話題であり、沢山のヒント
を頂きました。私の地域は、様々
な事業で地域を盛り上げていこ
うと頑張っています。今後も研修
会の先生方のお話をもとに、自分
が出来る事、女性だからこそ出来
る事を、周りの皆さんの力をお借
りしながら模索していきたいと
思っております。

はじめまして。菅野（かんの）
と申します。
現在は厚生労働省の事業に
携わり、働き方改革に向けた支
援を行っておりまして、ハラス
メント防止対策や育児・介護の
両立支援について事業主の方
に講習を行っております。ま
た、個人的には妻が外国人のた
め技能実習生の相談にも雇用・
労働の専門家としてのってお
ります。仕事柄、普段の行動が
F・F 推進員としてつながる活動
をしておりますので、これから
も私ができる範囲で推進員と
して活動していきたいと存じ
ます。どうぞよろしくお願いい
たします。

菅 善徳 さん（湯沢市）

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

秋田県湯沢市出身●総合型地域ス
ポーツクラブ NPO 法人こまちハー
ト・オブ・ゴールド クラブマネー
ジャー●湯沢市公認まちづくりコー
ディネーター●湯沢市生涯学習奨励
委員●湯沢市スポーツ推進委員●湯
沢市グリーンツーリズムインストラ
クター●あきた企業活性化センター
登録専門家「飲食アドバイザー」●東
京会議所認定「健康経営アドバイ
ザー」●JSPO 公認資格「アシスタン
トマネージャー」●SSI 認定「唎酒
師」 男女ともに働きやすい職場づ
くりの個人やスキルを活かせる職場
づくりなど「ココロとカラダの健康」
+「Well-being の実現」を目指した
健康経営の推進を通して実現したい
と思います。

フェスタ 2022 が 6 月に開催されます。男女共同参画推進月間（6 月）に、男女共同参画に対する県民の関

とみた

たにふじ

ハーモニーフェスタ 2022 開催

心と理解を深めることを目的としています。今年度は男女共同参画センター開館 20 周年の北部男女共同参
画センターがある大館市と、同じく 20 周年をむかえる南部男女共同参画センターがある横手市の２ヶ所を
会場に行われます。私たちの生活に深く関わってい
る男女共同参画について一緒に考えてみませんか。
皆さまのご来場をお待ちしています。

プログラム（予定）

（オンライン視聴ができます）

12：50 オープニングアクト
13：00 開会あいさつ
13：10 主催者あいさつ
男女共同参画社会づくり表彰
13：30 基調講演
石垣 一子さん（株）陽気な母さんの店
14：20 パネルディスカッション
15：10 分科会（南部センター主催）
16：00 閉会

■日時：6 月 26 日（日）13 時～16 時
■会場：松與会館（横手市平和町 4-2）
■参加費：無料
■オンライン（ZOOM）視聴も可能
（オンライン希望の方は 6 月 20 日までに
メールでお申込みください）
■申込み・問合せ：南部男女共同参画センター
■連絡先：電話：0182-33-7018
FAX：0182-33-7038
E-mail：sagec-7002@abelia.ocn.ne.jp

※ ハーモニーフェスタ 2022 の情報を
随時更新します。QR コードからどうぞ♪

え り こ

谷藤 さち子さん（横手市）

冨田 絵里子さん（湯沢市）

私は約 25 年ハローワークでキャリア相談の仕事
をしてきました。キャリア相談の中で特に女性は結
婚や出産を機に人生のフェーズが大きく変わること
で仕事と家庭の両立で悩む相談が多くあり、結果と
して働きたくても働けない女性も多くいました。家
庭と仕事の両立、ワーク・ライフ・バランスはまだま
だ現実として難しいところです。みんなが協力しあ
いながら仕事も家庭も理想的に出来るよう、男女一
人一人が生き生きと暮らしていける男女共同参画社
会の実現に向けて今まで培ってきた経験を活かし F・
F 推進員として尽力していきたいと思います。

はじめまして。この度、令和 3 年度あきた F・F 推
進員の認定を頂きました「冨田絵里子」と申します。
稲庭うどんや三関さくらんぼでお馴染みの湯沢市出
身です！3 人の子供がおり、絶賛子育て中です。そし
て 400 年の歴史ある酒蔵・木村酒造で働いています。
生まれた土地で育児や仕事をしていく中で、
「地域
のため、子供たちのために何かにしたい！」と思うよ
うになりました。まだまだ勉強中の身ですので、たく
さんの方のお話を聴きながら、
自分に出来ることをや
っていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いしま
す！

6 月は「秋田県男女共同参画推進月間」です
県民の皆さんに広く男女共同参画について関心と理解を深めていただき、男女共同参画推進に関する活
動への参加を促進するために、秋田県男女共同参画推進条例で毎年 6 月を男女共同参画推進月間に定めて
います。各市町村や関連施設で展示やイベント等が行われます。センターでは、男女共同参画推進月間期間
中に人権や多様性についてのパネル展示をします。また「秋田県多様性に満ちた社会づくり基本条例」「あ
きたパートナーシップ宣誓証明制度」について紹介します。その他、関連図書
やジェンダー平等への理解が深まる機会となるような展示を行います。ぜひ、
ご覧ください。
（センターHP と Facebook でも展示の様子を画像で紹介します）

あきたＦ・Ｆ推進員の皆さまへ 「あなたの思いをお寄せください」
南部男女共同参画センターのスタッフ紹介

※

日頃から男女共同参画推進の活動をされている、あきたＦ・Ｆ推進員の皆さまから「秋田県多様性に満ち
※

いつも南部男女共同参画センターをご利用いただき、また事業等につきま

た社会づくり基本条例施行」「あきたパートナーシップ宣誓証明制度」や「ジェンダー平等」など男女共同

してご協力やご支援を賜り誠にありがとうございます。今年度も皆さまのご

参画に関する思いや意見等を募集します。
「我が家の男女共同参画」や「こんな地域になってほしい」など、

協力をいただきながら事業を展開してまいります。令和 4 年度もどうぞよろ

希望でも何でも OK です。ひと言メッセージを 30 文字程度で 5 月 27 日までにお送りください。いただい

しくお願いいたします。

たメッセージを秋田県男女共同参画推進月間中、センター内に掲示させていただきます。メールやＦＡＸ、

左上 佐々木博紀（事務員） 右上 小山留理子（主任コーディネーター）
左下 井上博子（センター長） 右下 藤原惠美子（アドバイザー）

手紙でお送りください。
（センターに持参いただくのも大歓迎です）お待ちしています。
※ 基本条例、宣誓証明制度については秋田県 HP「美の国あきたネット」でご検索ください。

