
 7 月 27 日（火）湯沢グランドホテルで、企業で働く男性を対象に、

開催しました。オンラインを含め 23 名の方にご参加いただきました。 

家事や育児は、同時に多くのことを効率良く行うことが求められま

す。男性が家事や育児に参画することで、仕事のスキルアップにつな

がることやメリット等を学びました。講師の本田正博さんのカジダン・

イクメンぶりの経験談が参加者を和ませ、あっという間の 90 分でし

た。参加者のなかには新婚の方や新米パパがいて、今回の講座がカジ

ダン・イクメンへのきっかけになることを願います。 

 

 

 

 

 

 

 

                

◆◆◆アンケートから◆◆◆ 
 
Q1.カジダン・イクメンを実際には実行出来そうですか？ 

実行出来そう 63.6％ 実行は難しい 9.1％ その他 22.7％  

無回答 4.5％  

Q2.Q1 の回答の理由は何ですか？ 

「実行出来そう」 

・難しいことではなく些細なことからなら出来そうと思った。 

・そもそもしなければいけない。 

・講師の話しから前向きになれたから。 

・家事をあらいだして、やれるところからやっていきたい。 

・マルチタスクを鍛える目的ならやれる。 

「実行は難しい」 

・長年の習慣や考え方を変えるのは難しい。 

・会社の規模がある程度大きく余剰人員がないと難しい。 

 

 

 

 

                

「その他」 

・できる範囲でやっているが、妻に比べるとやれ

る範囲が少ないので、もっと新しい領域に挑

戦したいが現実は仕事量が多くて、家事の時

間がなかなか増やせない。 

 

 

                

 9 月 2 日（木）企業経営者や女性管理職と社員を対象に開催し、20 

名の方にご参加いただきました。自主活性型社員を育て生産性をあげる

ためのコーチングについて、あきた F・F 推進員で経営者でもある奥真

由美さんに講演いただきました。コーチングとティーチングの違いや、

コーチが使用する言葉やメタ認知的知識についての具体例をあげた内

容でした。又、ブレイクアウトセッションでは、参加者同士のコミュ 

ニケーションがとれ、悩みや課題等の共有ができました。アンケートで

たい」「とても参考になった」との感想が多くありました。参加された 

極的に取り組まれていることが分かり、今後も活躍を応援していきたい 

2 回目は 10 月 13 日（水）に開催（オンラインのみ）します。 

 

は「これからコーチングを実践していき

企業では、女性の職場環境等づくりに積 

です。 
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事業報告 
 

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」 

～家事・育児との両立で仕事もスキルアップ！？～ 
 
カジダン・イクメンになることで、どんなメリッ

トがあるのか一緒に考えてみませんか。 

 

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」 

 

 

 

■日時：9 月 28 日（火）13 時 30 分～15 時 

■場所：松與会館 

■申込み締切：9 月 17 日（金） 

■対象者：横手平鹿地域の企業にお勤めの方・経営者 

■参加費：無料    

■オンライン（ZOOM）参加も可能です 

■講師：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） 

 

※ 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 

 

■日時：10 月 13 日（水）13 時 30 分～15 時 

■参加費：無料（事前申込み） 

■講師：高橋玲子さん（あきたＦ・Ｆ推進員） 

■オンラインのみ（ZOOM） 

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） 
 
企業で働く女性のモチベーションアップやスキル

アップの研修会です。 

 

 

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 

 

 

 

令和 3 年度  
地域の女性リーダー育成事業「実践講座」 

魅力的な自治会づくりのために 
 
子どもや高齢者の安心安全には女性の視点が欠か

せません。女性が活躍できる自治会運営について一

緒に考えてみませんか。 
 

羽後町 

■日時：10 月 6 日（水）13 時 30 分～15 時 

■場所：羽後町活性化センター 

■情報提供：津田宏美さん（あきたＦ・Ｆ推進員） 
  
 東成瀬村 
 
■日時：10 月 20 日（水）13 時 30 分～15 時 

■場所：東成瀬村役場（予定） 

■情報提供：八嶋英樹さん（秋田県南ＮＰＯセンター理事） 
 

■参加費：両日とも無料（事前申込み） 

 

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暮らしていくためには？ 

一人ひとりの力を発揮して、住みよい地域での生活

を続けていけるように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 

■場所：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） 

■講師：能登祐子さん（能代市自治会連合協議会副会長） 

■オンライン（ZOOM）参加も可能です 

令和 3 年度 秋田県地域自殺対策強化事業  

LGBTQの歴史から 

誰もが生きやすい秋田を考える 

ゲートキーパー研修会 
 
秋田県内のどこにいても LGBTQ の人たちの SOS

を受けとめられる環境づくりのため、多様な SOGI

（性的指向と性自認）とジェンダー平等を啓発でき

る人材を養成するための研修会です。 

 

 
 

■日時：11 月 13 日（土） 

13 時 30 分～16 時 30 分 

■場所：秋田県南部男女共同参画センター 

■参加費：無料 

■主催：性と人権ネットワークＥＳＴＯ 

■共催：特定非営利活動法人 秋田県南ＮＰＯセンター 

■問合せ：南部男女共同参画センター 

■電話：0182-33-7018 
  
※この研修会の参加申し込みは 

ＦＡＸまたは QR コードから 

お願いします。 

■FAX：050-1450-6768 

 

 

 

編集後記 東京オリンピック・パラリンピックの選手たちに元気と感動をもらいました。10代の選手が大活躍で、ただただス

ゴイと思うばかり。スケートボード女子ストリートの時に実況アナが「13歳真夏の大冒険」と言っていました。コロナ禍で子ど

もたちは夏休みにやりたいことができないで終わってしまったかもしれない。来年は大冒険できる夏になりますように。小山 



推進の柱 ③ 男女共同参画社会の実現に向けた基礎の強化 

（1）人権の尊重と理解促進 

・多様性に配慮しつつ、固定的な性別役割分担意識の更なる解消に向けた啓発活動を推進 

・副読本の活用など、人権の尊重を促進する教育の充実 

（2）行政分野等における率先した取組みの推進 

・行政分野等における政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

・県及び市町村の委員会・審議会等への女性の参画拡大 

・行政分野における男性の育児休業取得を促進 

（3）男女共同参画センターにおける取組みの連携強化 

・地域における女性活躍や両立支援の推進に向けた更なる意識の醸成 

・男女共同参画センターを核として地域住民や市町村、関係団体等の連携による 

地域ネットワークの機能を強化 

【主な指標と目標値】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あきたＦ・Ｆ推進員 活動紹介  

「自分で笑顔になる力」を広めて  令和 2年度認定 中川 佳子さん（横手市） 

 

 令和 3 年 3 月、第 5 次秋田県男女共同参画推進計画が策定されました。令和 3 年から令和 7 年までの推

進計画です。推進計画の内容を紹介するシリーズ 3 回目です。 

◆基本目標 「一人ひとりが個性と能力を十分に発揮できる持続可能な活力ある社会の実現」 

◆推進の柱 

①あらゆる分野における女性の活躍推進      ②健康で明るく安全・安心な暮らしの実現 

③男女共同参画社会の実現に向けた基礎の強化 

 

 

                  

第 5次秋田県男女共同参画推進計画 
 

女性が 
管理職になっても
ワークライフバラ
ンスを実現するに

は？ 
 

令和 2 年度、あきた F・F 推進員に認定していただきました。日本でただ一人の「表情力セラピスト」と

して、横手市を中心に、自然でしなやかな本来の表情を引き出す活動をしています。 

 私がお伝えしていることは、表情はマナーや自分の感情を隠すためにするのではないと言うことです。多

くの方が大人になるに従って、いつの間にか表情に癖がついてしまっています。考えてもいないのに眉間に

シワ寄せて“考え中の顔”。分からないのに分かってるフリの“すまし顔”。いい人に見られたくて口角だけ横

に引く“作り笑顔”。目力を入れたくて目を見開く“アピール顔”。唇をキュッと結んで“がまん顔”。このよう

な表情をし続けていると、お顔の筋肉が凝って血行が悪くなったり、自律神経が乱れたりします。その結果

表情のような感情しか湧いてこなくなっていきます。 

それぞれが置かれている環境や能力とは関係なく、笑顔になる筋肉は皮膚の下に 

平等に存在します。そして、動くのを待っています。笑顔の筋肉を動かしてあげれ 

ば嬉しい・幸せ・たのしい・ありがとう、の気持ちが一瞬で沸き上がってきます。 

動かし続ければ、笑顔の筋肉が気持ちを整えたり変えてくれたりします。何よりも 

ご機嫌で前向きでいられるようになるのです。このように表情の癖や表情筋のコリ 

を緩める方法をお伝えして、自分で笑顔になる方法を広めています。「自分で笑顔に 

なる力」を持つことはあなたの財産になる、と。一人ひとりの活躍には、自分を笑 

顔するスキルが必要だと考えています。 

新日本婦人の会 【原爆の絵】 

 

指  標 単位 R1実績値 R7目標値 

「男は仕事、女は家庭」という意識への反対意見の割合 ％ 60.3  65.3  

県職員の管理職（課長級以上）に占める女性の割合 ％ 6.4  15.0  

県職員の男性育児休業取得率 ％ 5.3  10.0  

男女共同参画センターの利用者の数 人 80,009  80,000  

 

 

 

 

あいの森「いろ遊びの会」【パステルアート・押し花】 

センター利用登録団体 展示 

 

 

 

「結婚とは？」「性別とは？」「家庭とは？」 
  

少子化について学ぶ会 代表 三橋 由美子さん 

 

 

 

8 年前、友人と海外ツアーでベルギーを訪れていた時の事。ある教会の前で正装した人々の群れが目に

留まった。聞けば、挙式したばかりのカップルが教会から出てくるという。程なくして姿を現したのは、

ウエディング姿の花嫁。そして、続いて現れたのも同じウエディング姿の女性。いぶかる私達に、正装組

の一人が「結婚したのは、彼女らなんだよ」と説明してくれた。最近、ようやく日本でも話題となってい

る同性結婚だが、ベルギーでは 2003 年にすでに認められていたことを、その時点で私は知らなかった。

また、出生時の性と自分が認識する性が一致しないことからくる生きづらさを抱えているトランスジェン 

ダーについても、いろいろな場面で取り上げられる機会が現在は増えつつある。 

 ほんの 50 年前までは、治療が必要な疾患とまで見なされていた「同性愛」や「心と体の不一致」が、

人権尊重を基本とした「ダイバーシティ（多様性）」社会の構築が進む中で、居場所を確保しつつある。同

時に、それは従来の性別や社会慣習に慣れ切った一般社会に、様々な波紋を投げかけている。 

 「ダイバーシティ」を掲げた今回の東京オリンピックでも、参加選手総人数約 11,000 人のうち、183

人（前回のブラジル大会では 56 人）は上記のいわゆる「性的少数者」であることを公表している。また、

重量挙げのような種目では、「公表以前には男性だった選手が女性の部で競技するのは不公平」などの声

も上がった。しかし、ダイバーシティが掲げる対象は、性的少数者のみならず、不平等や格差で苦しんで

いる人々にも及ぶ。ともすれば私達は芸能人や有名人などの性的指向分野の多様性には目が向いても、自

分の周りとは関係ないと捉えがちだが、苦しみを抱えて居場所を求めている人々の立場に立って、「結婚

とは？」「性別とは？」「家庭とは？」等の身近な既成概念を、今、改めて見直してみる必要があるのでは

ないだろうか？ 

8 月 1 日から 2 週間、

センター利用登録団体

の新日本婦人の会横手

支部が広島市の高校生

が被爆体験証言者と共

同制作した「原爆の絵」

を、又、あいの森『いろ

遊びの会』がパステルア

ートと押し花の作品を

展示しました。 

 

トピック 

7月 26日（月）秋田県

理事の陶山さなえさんが

来館され、約 1 時間スタッ

フと懇談しました。 

 

 

 

（正面中央が陶山理事） 


