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あなたの“いきいき”応援します。
発行

令和 2 年度 秋田県男女共同参画推進事業

人権×防災×ＳＤＧｓ

誰もが自らの意思により、その個性と能力を十分に発揮できる多様性に富んだ、豊かで活力ある社会の構
築とともに、人間が人間らしく生きる権利である人権が守られる地域社会であることをめざして開催します。
主催は秋田県と秋田県人権啓発活動ネットワーク協議会です。
■日時：9 月 12 日（土）午前 10 時～午後 2 時半
２ ぷらざ
■場所：横手市交流センターＹ
（横手市駅前町 1-21）
■参加費：無料
■展示コーナー
◇大曲人権擁護委員協議会パネル展示
◇秋田県総合防災課展示
◇男女共同参画センター紹介パネル展示
◇金沢地区交流センター運営協議会防災展示
◇あきたＦ・Ｆ推進員による SDGｓコーナー

■ステージ
◇沖縄舞踊 横手市相愛保育園
◇秋田県男女共同参画社会づくり表彰式
ハーモニー賞／チャレンジ賞
◇アトラクション
「バルーンアートパフォーマンス」
ふうせんや SHIBU さん
◇特別講演
「今、なぜ防災なのか」
講師 宗片 恵美子さん

◇講話
「秋田活性のカギは
■販売・体験
女性が握っている！」
◇NPO 法人障がい者自立生活センター「ほっと大仙」
講師 麓 幸子さん
焼きそば・弁当の販売
◇NPO 法人「太陽の園」
◇パネルディスカッション
乾燥しいたけ、鶏めしの素、エコたわしの販売
～あれから 20 年～
◇あきたエコマイスター県南協議会/横手 EM 推進会
時代から読み解く男女共同参画
EM 石けん、EM 活性液プレゼント
「あなたは変わりましたか？」
◇よこて園芸療法の会「庭じかん」
コーディネーター：麓 幸子さん
多肉植物の毛糸玉作り
パネリスト：北部、中央、南部 3 つの
男女共同参画センターのセンター長

７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）

ハーモニーフェスタ 2020
誰一人置き去りにしない、支え合えるまちづくり

２０２０年

秋田県南部男女共同参画センター通信

事業報告

★第１１０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

第１回 センター利用者懇談会

7 月 1 日（水）南部男女共同参画センターで、第１回利用者懇談会
を開催しました。センター登録団体 19 団体の代表者と県職員の方に
ご参加いただきました。新型コロナウイルスの影響で、６月に実施予
定だった「ハーモニーフェスタ 2020」が９月１２日に予定されたこ
とにより、例年 9 月に開催していたセンターの「ハーモニープラザまつ
り」が中止となりました。各団体の活動も中止や延期せざるを得ない
状況のようです。また、センターへのご意見やご要望をいただきまし
た。
（ご意見とご要望は右下に掲載）マスク着用での懇談会でしたが

《利用者懇談会参加者からのご意見、ご要望》

活発なご意見と参加者の皆さんの思いを聴くことが出来ました。

●パソコンの使用時間を守らせてもらいたい。
◇利用者に時間を守るように声かけをします。

パソコンが空いていない時はスタッフに声をかけていただければ、時間を確認して代わってもらいます。
●センターを利用しているのは、ほとんど横手市周辺の方ではないだろうか。懇談会等もセンターから遠い地域の団体は参加
していないと思う。
、もっと周知してもらい参加してもらったほうがよいと思う。
◇距離的なことを考えるとセンターに足を運べるのは横手市の方が多い。センターの事業については県南の各市町村へ出向い
て行っている。横手地域以外の方にセンターをご利用していただけるように今後考えていきます。
●駐車場がもっと広ければ有難い。◇多数でのご利用の場合は、他の駐車場を借りて対応します。
●利用者の立場にたって希望にそえるよう精一杯努めてくれていることが有難い。
●印…意見、要望
●いつも丁寧な応対をしていただいて有難く思っています。
◇印…センターからの回答

第１回 地域連携ネットワーク会議
お知らせ

「南部ハーモニープラザまつり」の中止について

新型コロナウイルスの影響により、6 月の男女共同参画推進月間に開催予定だった
「ハーモニーフェスタ 2020」
が９月に延期になったことで、毎年 9 月の第 2 土曜日に開催していたハーモニープラザまつりは中止となりまし
た。ハーモニープラザまつりにご参加いただいている皆さんには、常時センターで展示スペースを設けています。
活動の発表の場として是非ご活用ください。ご希望の方は電話やセンター職員にお声がけください。

お知らせ
南部男女共同参画センターのご利用について
センターをご利用の際は、新型コロナウイルス感染予防のためのマスク着用と手指の消毒をお願いしています。
センター内では三密（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お願いします。
また、体調不良や発熱のある方のご利用はお控えください。
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

いろいろな分野で多様性という言葉をよく見聞きします。人は誰ひとりとして同じ人間はいないのだから、背が高い人や左利き

の人を自然に認め受け入れていることと、LGBTQ や障がいをもつ人を認め受け入れることは同じことのように思う。肌の色や宗教の違いな
どで戦争や差別が今も続いているけれど、人の寿命を思えば、なんて時間と命を無駄にしているのだろう。命の大切さとともに、他人を認め
受け入れる気持ちをもつこと、子どもの頃から利他愛の気持ちを育てることが必要なことを感じます。被災地の悲しい現実や新型コロナウイ
ルス感染は他人事はなく、私たちが抱える課題、生活そのものが男女共同参画に関わっていることがよくわかります。（小山）

7 月 8 日（水）南部男女共同参画センターで、あきた F・F 推進員とハーモニーネット団体、県市町村職員の
23 名にご参加いただき開催しました。市町村の事業実施にも新型コロナウイルスの影響があるようです。
あきた F・F 推進員全員から、自身の活動や男女共同参画推進についての思いと事業に関することなどを率直
にお話しいただきました。皆さんがそれぞれに委員として意識をもち行動されていること、男女共同参画社会の
推進が地域の活性化につながることを思って活動されていることがよくわかりました。新型コロナウイルス感染
予防のための自粛等が、男女共同参画の推進の妨げにならないように取組んでいくことが今後の課題です。

男女共同参画推進月間

～カラーリボン運動の活動紹介～

秋田県は毎年６月を男女共同参画推進月間としています。南部男
女共同参画センターでは、カラーリボン運動の活動紹介と、事前
に県南在住の「あきたＦ・Ｆ推進員」の皆さんにカラーリボン運動
についてのアンケートを実施し、いただいたメッセージを掲示し
ました。また、関連図書やＤＶＤの紹介と、啓発に取り組む団体
のリーフレット等を紹介するコーナーを設置しました。あきた
F・Ｆ推進員の皆さんからいただいたメッセージを紹介します。
（裏面に掲載）

あきたＦ・Ｆ推進員の皆さんからのメッセージ
オレンジリボン…育児放棄、身体的、心的、性的暴力で子どもを虐げる行為、虐待防止運動で
す。2004 年の事件を機に市民活動から広がった運動で、現在も一週間に 1 人の割合で命が奪
われており、虐待のない社会を目指し活動しています。
◆子どもへの虐待は自身の周りでも少なからず耳にします。子育ては楽しいことばかりではありませんが、
感情的になる等の理由から虐待してよいはずがありません。広く啓発するとともに、親子ともに幸せな子育
ての在り方について知っていただく活動を進めていきたいと思います。
◆参加している活動のイベントでは必ずオレンジリボンを胸につけています。子どもの虐待は深刻な社会問
題であり、すぐ身近なところで起こっていてもなかなか見つけることができない課題もありますが、意識を
もって啓発活動を行っていきたいと思います。
◆親のかかえたストレスや身勝手な言動で子どもの命を奪ったり、心に傷を残す行為は許されません。
◆あきたＦ・Ｆ推進員の坂本佐穂さんが地域でずっと取組んでいますので、これからも出来ることがあれば
協力したいと思います。児童虐待が無くなってほしいと思います。
◆私は車にオレンジリボンステッカーを貼っています。子どもへの虐待の痛ましいニュースはいっこうに減
りません。虐待をする親たちは申すまでもなく勿論悪いです。虐待をする親にも両親がいるはずです、悲し
い犠牲になった孫を何らかのかたちで救えなかったものかと思うのです。
◆全ての子どもたちが虐待にあうことなく健やかな成長を願い、社会の一員として見守り応援します。

特別寄稿

「多様性を受け入れるって何だろう？」
性と人権ネットワークＥＳＴＯ

最近、氷川きよしさんが眩しい。「本当の自分に成りたい」と蛹から蝶に
脱皮し、演歌や「男性」の狭い枠から飛び立ち、限界突破を目指している姿
が美しく、キラキラと輝いている。そんな氷川さんの姿に、皆さんはどんな
想いを感じるのでしょう？
世の中には、「男らしい男／女らしい女」の枠から外れた人を見ると、怒り
や憎しみを感じる人がいます。また、推測だけで面白おかしく、「あいつ、ホ
モじゃない？」、
「あの人、オネェだよ」などと差別的な噂話をしてしまう人がいます。カミングアウト（打
ち明ける）されたときに、本人の了承を得ずに暴露（アウティング）してしまう人がいます。そのために、
傷ついて自死を考えるまで苦しんだり、自殺で亡くなったり、地域に居られなくなって県外に出てしまう
人がいることを知っていますか？
皆さんは、テレビで同性愛者や性別違和のある人、男女のどちらなのか分かりにくい容姿の人を馬鹿に
したり、笑いのネタにしている番組を観て、一緒に笑ってしまったことは
ありますか？
●

パープルリボン…当初は男性から女性への暴力の意味でしたが、今では性別にかかわらず、
殴る蹴るなどの身体的暴力だけでなく、精神的または経済的、性的などのあらゆるかたちの
暴力が含まれます。社会や家庭から暴力を根絶する運動です。パープルリボンには、ほかに
も種々の病気に関わる意味があります。
◆あらゆる人に生きる尊厳があって、それぞれの違い（多様性）を認め尊重することは安心安全な生活の基
礎。人との関係性で“人権”を意識して、必要があれば発言したいと思います。
◆ＤＶ、全ての暴力の根絶を願います。ＤＶで苦しむ人をなくしたい。
ピンクリボン…乳がん患者を理解支援するためだけではなく、乳がんを知り検査をして早期
発見し適切な治療を受けることの大切さを多くの人に知ってもらうための運動です。
◆女性が子育てや仕事などで一番忙しい期間に発症しやすいと聞いたことがあります。女性の
ことだけど女性だけの問題とせず、大切な人の命を守るために職場などでも健診への理解を！
男性にも知ってもらうことが大切だと思います。
◆知り合いが治療中です。親戚は乳がんからの転移で亡くなりました。乳がん検診の大切さをもっと周知し
て早期発見につながるよう祈ります。
◆初期の手術、放射線治療経験者です。抗がん剤治療はせずに済みましたが、経験してみないとわからない
辛さがありました。病気をして初めてわかる！健診はマンモグラフィーとエコーをセットで受けてほしいで
す。
◆知りあいが乳がんで亡くなっています。子どもの歳が同じで、私とは歳が違うものの他人事ではないと感
じます。
◆妹が治療中です。乳がんに限らず健診は大切です。２人に１人が、がんにかかる時代です。早期発見が何
より大切なことです。
◆いろんな色のリボンがあるということは、社会にはまだ様々な苦しみや差別や偏見があるんだなと思わさ
れます。ピンクリボンで健診を受ける等、身近なところから意識してやっていきたいです。
◆年に一度は健診を受け早期発見の重要性を知人等に啓発しています。

今号で掲載できなかっ
た他のカラーリボン運動
のメッセージは９月号に
掲載します。

●

シスジェンダーでヘテロセクシュアルの人がマジョリティ（多数派）な
地域社会ですが、マイノリティ（少数派）に対して、排除したり、気持ち悪
いと思ってしまう人がいるのはどうしてなのでしょう？
●

ＬＧＢＴなどの性的少数者は 11 人に 1 人の出生率と言われています
●
が外見からセクシュアリティは分からないため、身近なところに「いな
い」と思っている人が多いのではと思います。
Ｇ7（先進 7 ヶ国）の中で日本だけが同性婚の法整備がされていないため、
「誰もが異性を好き」という前
提で話をされてしまい、長年連れ添った同性のパートナーがいても誰にも言えない人がいます。登録され
た性別に従って生きることを当たり前と思い込んで、
「男は男らしく／女は女らしく」を強引に押しつけて
くる人がいます。
「本当の自分」でいることを許されないために心を病んでしまう人が多く、性的少数者は
10 人のうち 6 人の人が「死にたい」と思ったことがあると回答するなど、自殺や自傷行動のハイリスク群
となっています。

●

今年の 6 月 1 日からパワハラ防止法が施行され、ＳＯＧＩ（性的指向と性自認）ハラスメントの防止対
策の義務が企業に課せられることになりました。2019 年 7 月には日本弁護士会連合会が、政府や国会に
「同性婚が出来ないことで重大な人権侵害がされているため法令の改正を速やかに行うべきである」と意
見書を出しています。先月、47 の自治体のパートナシップ制度で公認された同性カップルは 900 組と報
道がありましたが、同性カップル向けのブライダルサービスや生命保険、性別違和で悩む学生向けのジェン
ダーレス（性別を問わない）制服、性別を変えたいと希望する人のための下着をニッセンが販売するなど
様々な商品開発や「6 色の虹」で LGBT フレンド
リーを宣言する企業が増えました。
性別や年齢に縛られず自由に自分らしく羽ばた
けるように地元を変えなければ！と思う人が増え
て、LGBT などの性的少数者の人達が

あきた F・F 推進員とは、地域での男女共同参画推進の中心的役割を担う人材として、県
が平成１３年度に設けた登録制度により、研修を経て認定された後に登録された方々です。
令和２年４月１日現在で９9 名が活動されています。
Ｆ・Ｆとは、フィフティ・フィフティ（Fifty-Fifty）の頭文字をとったもので、仕事や家庭、社
会へ男女が共に協力し合いながら参画し合うことを表しています。

真木柾鷹 (Masaki Masataka)

「生まれた場所で生きてていいんだ」
と感じられる日が来ることを待ち遠し
く思っています。

●印…用語解説
●シスジェンダー：性別に違和感がない人
●ヘテロセクシュアル：異性を恋愛や性愛の対象とする人
●LGBT：レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛
者）、バイセクシュアル（両性愛者）、トランスジェンダー
（性別に違和感がある人）、セクシュアルマイノリティ（性
的少数者）の総称としても使われている
●セクシュアリティ：性的指向、性自認、ジェンダーなど性に
関する様々なこと
●SOGI：性的指向（どの性別に恋愛感情などを感じるか、
感じないか）と性自認（自分の性別をどう感じるか）

