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令和 4 年度 地域の女性リーダー育成事業

令和 4 年度

「地域の女性リーダー養成塾」

団体・グループ等の活動支援のための研修会等事業

地域を救う女性のチカラ

心をととのえ、ストレスに強くなる

～持続可能な自治会のために私たちができること～

こころの健康づくり講座

自然災害や人口減少など、私たちを取り巻く環境
は変化しています。これから先も豊かな生活を守っ

コロナや自然災害、自身の健康への不安や国内外で
か。めい想で心をととのえる方法を学びませんか。

す。地域のためにできることを一緒に考えてみませ

■日時：9 月 21 日（水）10:00～11:15

んか。

■会場：湯沢市湯沢勤労青少年ホーム 2 階スポーツ室

■日時：9 月 28 日（水）13：30～15：30
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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）

秋田県南部男女共同参画センター通信

★第１２３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

起こる不幸な出来事に暗い気持ちになっていません

ていくためには、今こそ女性のチカラが必要なので

大仙会場

あなたの“いきいき”応援します。

令和 4 年度

「受賞おめでとうございます！」

■参加費：無料（申込み締切 9 月 20 日）
■講師：由利栄美さん
（由利エンターテインメント代表／あきたＦ・Ｆ推進員）

男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰

和賀幸雄さん（㈱和賀組 代表取締役／あきたＦ・Ｆ推進員）湯沢市

■会場：大仙市大綱交流館 2 階研修室
（大仙市刈和野字愛宕下 24-1）
■オンライン参加可能
■参加申込み締切日：9 月 26 日（月）
湯沢会場

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
生きづらさを抱えている方の自殺リスクの軽減を目

■日時：10 月 5 日（水）13：30～15：30

指し、トランスジェンダーへの理解とハラスメント等

■会場：横堀交流センター会議室

防止を推進する目的で開催します。誰もが自分らしく

（湯沢市横堀字小田中 5-2）
■参加申込み締切日：10 月 3 日（月）
両日とも
■講師：加賀谷七重さん
（エンパワーメント with／あきたＦ・Ｆ推進員）
■参加費：無料
■参加対象者：地域活動に関心のある女性
■会場定員：15 名程度
※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

生きてゆける地域について一緒に考えてみませんか。
■日時：10 月 8 日（土）13：30～16：30
■会場：南部男女共同参画センターオープンスペース
①映画上映
「I Am Here -私たちはともに生きている-」
②講演「性別違和とともに生きる」
講師：ふたばさん
■参加費：無料 オンライン参加可能
■会場定員：20 名
■参加申込み締切日：10 月 5 日（水）
■主催：性と人権ネットワーク ESTO

この度、
「男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰」という大
変大きな賞を受賞された和賀幸雄さん、本当におめでとうございました。
「ゆとりある将来を拓く」の理念のもと、明治１０年創業の建設会社
を経営されており、和賀社長は趣味のロックバンドの練習を最優先とす
るなど、自ら仕事と生活のオン・オフの切り替えを実践して人生を楽し
んでいます。
現在、湯沢市商工会議所の会頭をはじめ多くの役職も兼ねられており
ます。平成１４年度からあきたＦ・Ｆ推進員として活躍されていて、他団
体からの講演などの講師としても活躍されています。会社の事業計画に、
イクボス、ワークライフバランスを盛り込み、社員にも周知徹底してお
ります。建設業は３Kといわれていますが、楽しい、キツイであればキツ
イの分母を小さくし、楽しい分子を大きくすることが大切と、湯沢の地でイノベーション、技術革新を
行うためキャリア教育として地元の高校を回るなどして、優秀な人材の確保にも努力しております。又、
社員の健康は会社の財産であるとして、社員の検診には特に配慮しています。育児休業、介護休暇、有
給休暇等を取得しやすい職場環境づくりに取り組んでおり、会社の行事などにも積極的に参加し、社員
とのコミュニケーションを図り、仕事だけでなく社員の心と身体の健康に配慮されています。
会社のトップとしては、変えるべきものは変えて、守るべきものは守り、時代の変化とともに変革を

■共催：特定非営利活動法人秋田県南ＮＰＯセンター

積み重ねていくことをモットーに、日々新たな挑戦を続けております。特に、力を入れている事業とし

（秋田県南部男女共同参画センター指定管理者）

て、建設業における女性の技術力の向上などを目的として女性部会を設立するなどして、地域の旗振り
役として女性の活躍に力を尽くされております。

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

Facebook
QR コード⇨

今回の受賞に際しては、「少子化が著しい時代の中での人材確保を考える時、女性の能力の活用は今
後益々重要であり、今後とも機会あるごとにジェンダー平等の重要性を発信していきたいと思ってい
ます。」と和賀社長は話されておりました。今後の益々のご活躍を祈念致しております。（藤原）

県の記念日 8 月 29 日

研修室無料 8 月 27（土）、29 日（日）
編集後記 米作りにはカミナリが欠かせないと聞きました。カミナリがおこると、空気中に窒素が発生して稲に良い影響をあ
たえるそうなのです。天気のカミナリからもらえる窒素、すごいと思いました。昔の人が豊作にカミナリが関係していると知り、米
作りに欠かせないカミナリを「稲の妻」と漢字をつくった日本人はすごいと感動しました。大型台風や線状降水帯など昔に比べ
て災害が多くなっています。これから実りの秋、農家さんが大事に育てた作物が無事に収穫できることを祈ります。（小山）

県の記念日 8 月 29 日
研修室無料 8 月 27（土）、29 日（日）

男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰とは、多年にわたり男女共同参画社会に向けた気
運の醸成等に功績のあった者や、各分野において実践的な活動を積み重ね、男女共同参画の推進に貢
献してきた者などを表彰しています。豊かで活力ある男女共同参画社会の形成に資することを目的と
して、平成 20 年から実施されています。

事業報告

令和 4 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

令和 4 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1

「カジダン・イクメンのススメ」

8 月 9 日（火）次世代リーダー応援セミナーをキャリアコンサルタ
7 月 12 日（火）大仙市大綱交流館を会場に 15 名（内オンラ

ントの高橋玲子さん（Linpeace 代表／あきた F・F 推進員）を講師に

イン参加 5 名）の方にご参加いただき開催しました。講師はファ

むかえ、オンラインで開催しました。企業内促進研修として、2 社の女

ザーリングジャパン東北事務局長の本田正博さん（あきたこまち

性社員あわせて 9 名にご参加いただきました。
「誰もが働きやすい職場

ネット代表社員）に務めていただきました。講話では男性脳と女

環境」について、働く女性の現状や課題、ホルモンバランスと仕事の両

性脳の違いや、男性の家事育児への参画のメリット、子育てが終

立などの講話とワークを行いました。

わった後、良い夫婦関係を築くために子育てが大切な時期という
お話がありました。夫婦共働きの時代だからこそのワークライフ
バランスの充実が大切だと話されました。
また、7 月 25 日（月）には仙北市役所角館庁舎を会場に 20 名
（内オンライン参加 2 名）の方にご参加いただき、講師は大仙市
開催と同じく、本田正博さんをむかえ開催しました。
グループワークでは、家庭生活の悩み等について話し合われま

●参加者アンケートより
・男女の価値観の違いや問題への対処方法等を知り、違いを考えながら相手と話ができれば、お互い気持ちよく仕
事に向き合えるのかなと参考になりました。
・個人を理解していくことが大事であることを学びました。周囲との関係性を大切にしつつ明確な目標をもちリーダ
ーシップを発揮したいと改めて思いました。
・働く女性が抱える悩みは多く、解決していくには社会全体の意識改革が必要で、当人や周囲の人たちの少しの意
識改革が大きな後押しになると感じました。

した。パートナーが病気や介護が必要になった時など、生きてい
く力を身につけることの大切さを知る機会となったようです。

●参加者アンケートより
・家事、育児を行うことで仕事へも良い影響を及ぼすこと、自分の成長へとつながることなど、新たに気付かされるこ
とばかりでした。
・男性脳、女性脳についてよく理解できました。家事をすることでシングルタスクをマルチタスクに変え、誰もが持って
いる能力を発揮できたら、仕事だけでない自分らしいライフワークバランスの実現につながると期待します。
・セミナー内容を忘れず、会社でのカジダン・イクメンの男性社員が増えるよう取組みに力を入れてまいります。
・現在の自分は仕事に支配されている、全然余裕がないことに気が付きました。
・グループワークにおいて様々な鏡像で意見交換をし、新たな気付きが生まれました。講座に参加することで、一人ひ
とりが気付き、理解ができるようになればと思います。
・パートナーは典型的な昭和男子なので、今更変えようとも思いません。でも息子は家事をするのが当たり前の友達
が多いせいか普通にカジダンになりつつあります。

交流事業

第 20 回南部ハーモニープラザまつり WEEK を開催しています

20 回目をむかえたハーモニープラザまつりはコロナ禍により、展示と演奏等動画を配信しています。
センターを拠点に活動している団体の活動紹介や作品、演奏等（YouTube）をぜひご覧ください。
※ネット環境がととのっていない方のために、センターで動画を視聴することができます。
■開催日時：9 月 10 日（土）～17 日（土）平日 9 時～21 時

土日 9 時～17 時 木曜休館日

■会場：南部男女共同参画センターオープンスペース
■内容：団体活動紹介展示／団体作品展示／団体活動紹介・作品・演奏等動画配信
■お楽しみクイズ：会場のクイズに答えて景品をもらおう♪（先着 20 名）
■参加 14 団体：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、NPO 法人「太陽の園」、かまくら横練会、新日本婦人の会、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」、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、横手ふるさと語りの会「とっぴんぱらりのプー」、横手星の会、朗読グループあおぞら

自主事業

図書紹介コーナー

動画作成セミナー（対象：センター登録団体）

センターには男女共同参画に関連した図書があり貸出しを行っています。センターのご利用者
8 月 24 日（水）、27 日（土）にセンター登録団体を対
象に動画作成セミナー（3 回）を開催しました。講師は八
嶋英樹さん（南部市民活動サポートセンター長）に務めて
いただきました。感染症対策による活動制限や高齢化によ
る会員の減少等の課題解決のため、団体の PR 動画を作成
しユーチューブで配信をすることにしました。セミナーに
参加していただいた 5 団体の動画は、9 月 10 日からのハ
ーモニープラザまつりにあわせて、センターのホームペー
ジから視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

さんから寄贈していただいた本もたくさんあります。そのなかからオススメの 1 冊を紹介しま
す。

52 ヘルツのクジラたち
著者：町田そのこ
発行：中央公論新社

虐待されている少年と孤独な女性の切なく
苦しい物語。声なき思いを感じ人が人を救う、
涙なしでは読めないけれど、最後は希望がみえ
て温かい気持ちになります。
2021 年本屋大賞 1 位作品

