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「ハーモニープラザまつり 2009」を開催 
～つながろう！語ろう！人と人～ 

11 月 26 日(木)～28 日(土)の三日間、「つながろう！語ろう！人と人」をテーマに、ハーモニー

プラザまつりが開催されました。今年のプラザまつりは女性団体協議会「ネットワーキング祭」

と同時開催し、両実行委員が協力しそれぞれ話し合いを重ね準備を進めてきました。 

26 日は、オープニングセレモニーに続き 11 登録団体が日頃の活動をパネルや写真などで発表

し、相互の理解を深めました。NPO 法人いきいきＦネット秋田による寸劇は「これでいいのか？」

と問いかけをすることで、日常的な会話の中にひそむジェンダーについて考えさせられる内容で

した。27 日は、地下イベント広場でフリーマーケットやパネル展示などで賑わい、研修室では

講演会が開かれ「ロハスを構成する要素には女性の能力発揮が欠かせない」などの講師の言葉に

参加者の多くが賛同していました。６F ではＦＦ推進員による対話劇があり、抒情歌の歌声も響

きました。 

28 日は、登録団体の「政治参画」や「働き方を考える」ワークショップが開催されました。

午後からは、秋田市出身の仙台市長奥山恵美子さんによる基調講演が行われ,約 120 名が参加し

ました。（詳細については次号でお知らせします） 

三日間の参加人数は 1000 人を超え、どの会場も笑顔や歓声にあふれていました。このまつり

を通して更なる参画のため連携を深めていきたいと思います。 
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26 日開会行事 

27 日フリーマーケット 

28 日、基調講演会＆ 

奥山仙台市長を囲ん

での交流会 

27 日抒情歌をうたおう 

26 日講演会「家族でロハスな生活を」 

26日講演会「家族でロハスな生活を」 



●●開催報告①●●相談援助者のためのサポートセミナー「私が輝くとき」 

「怒りのメカニズムと心の応急手当」 ／ 講師：森田ゆりさん 

９月３０日(水)、7 階研修室においてエンパワメントセンタ－代表の森田ゆりさんを講師に迎え、
相談援助者のためのサポートセミナーを開催しました。秋田県内の DV や様々な相談機関の相談員
をはじめ約 70 名が受講しました。講演の中で森田さんは、はじめに DV 被害者の相談や支援に関わ
る援助者自身がフレームワーク（枠組み）を持つことの重要さを語り、「公衆衛生、ジェンダー、エンパ
ワメント」を柱とした 3 つのスキルを詳しく説明しました。 

また、怒りのメカニズムに関しては、ロールプレイを交えながら具体的な事例を挙げ、DV 加害者や
被害者の心理状況やエンパワメントを促す援助者として言葉掛けの方法に参加者は真剣に耳を傾
けていました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜参加者アンケートから＞※抜粋 

・何度も参加した相談援助者関係の中では論理的で一番安心して聞

けました。きてよかったです。 

・暴力を防ぐため、人権を認識し自分を大切にすること。社会で気

付くことが大事と思いました。  

・質問力、コメント力をつけたい。ポケットにたくさんの言葉を入

れておきたいと思いました。 

 

☆登録団体さんの活動紹介コーナー☆ ようこそ!!ﾊｰﾓﾆｰプラザへ♪ 
今号で紹介するのは「秋田おやこ劇場」さんです。会員募集やイベントのお知らせのチラシ印刷や会議をしたり、
こどもサロンで「転勤族あつまれ」と、小さい子を連れたお母さんたちが集まったこともあります。 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

Ｑ・活動を始められたきっかけはなんですか？ 

Ａ他県で暮らしたことのある人や転勤で秋田に来た人が、他の県にはおやこ劇場・こども劇場というのがあって、

フツーのお母さん達が劇団を呼んで生の舞台を見たり、ハイキングやこどもまつりとか子どもと一緒にいろんな

ことをして楽しかったよ、秋田にもつくろうよと、地元の子育て中のお母さんたちと始めました。 

Ｑ・現在の会員数と、活動の内容は？  

Ａ約 70名です。鑑賞活動として、プロによる生の舞台（芝居、人形劇、マジックショー、音楽等々）を見ます。

自主活動として「こどもまつり」で体を動かすゲームをしたり、「こども風呂敷店」「作って食べようかい」等な

んでもします。幼児から中学生までみんな一緒に楽しむことで年上の自覚や大きい子への憧れの気持ちが生まれ

ます。ウチの子・よその子、ボクのママ･よそのママとパパ、おじさん、おばさん、みんなが関わり合うことで、

「生き合う力」や「コミュニケーションの取り方」が身につきます。そんなことを目的とした活動です。 

Ｑ・ハーモニープラザに望むことを教えて下さい。またもっと多くの人に活用してもらうためには何が必要だとおもいますか。 

Ａ何が必要かと言われたら、宣伝しかないでしょうね。興味ある講座に参加するため、初めて研修室まで来た人を６階に寄

ってもらう方法があればいいですね。 

 

秋田おやこ劇場さん、ありがとうございました♪ 

 

２ 



●●開催報告②●● 

女性チャレンジ支援講座「働きたいあなたを応援します！」（全3回）終了しました♪ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●開催報告③●● 
9／16 
 

お父さんのための絵本講座 「パパ読んでよ！」 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

STEP:1(10 月 9 日） 

「考えてみよう仕事と人生」 

 ～自分を知ることから始めよう～ 

講師：古田恭子さん（21世紀職業財団秋田事務所 再チャレンジサポートコンサルタント） 

 

 

 

 

STEP:２(11 月 13 日） 

「再就職における秋田県の雇用の現状」 
講師：後藤則男さん（ハローワーク秋田所長） 

「再就職のための一歩・制度を知ろう」 

講師：渡辺安子さん（秋田労働局 雇用均等室長） 

 

STEP:３(12 月 1 日) 

「ずっとキラキラ輝く幸せ仕事術」 

講師：ちとせさん（私ブランド塾 SHINBI 主宰・イメージコンサルタント） 

男鹿市立総合体育館において、男鹿市内･外から

３１名が参加し男女共同参画社会づくり基礎講座

を開催しました。講師に松葉谷温子さん(NPO 法人あ

きたエンパワ PLACE・06 理事長)を迎え、自分らし

さや自分が大事と思える感情（自己尊重感情）に気

づくためのワークショップを開催しました。参加者

からは『自分を見つめなおすことが出来た』、『自分

を大事に出来ないと相手も大事に出来ないことが

わかった』等の感想が寄せられました。 

お父さんのための絵本講座「パパ読んでよ！」 

＜日 時＞12 月 12 日（土）午後 1時 30 分～3時 

＜場 所＞秋田県中央男女共同参画センター 

    アトリオンビル６F『こどもサロン』 

＜対 象＞親子または、関心のある方どなたでも 

＜講 師＞田中和雄さん（童話屋代表、作家） 

＜参加費＞無料 

＊近隣の三井のリパーク駐車券を 1時間分進呈 

 ＊託児はありませんが、お子さんと一緒に参加出 

来ます。 

 

お申込は･･･ 

秋田県中央男女共同参画センター 
TEL(０１８)８３６－７８５３ 

３ 

講師ご自身の経験を交えながら、現在の職に就くまでの
経緯や女性のキャリアアップについて話された後、職業適
性のチェックや自分を知るためのグループワークも開催し
ました。自分の意外な一面を知る機会になりました。 

制度や法律はもとより、長きにわたり地域の雇用を見続
けてきたお二人の講師からの貴重な提案もあり、秋田
の雇用情勢を考える貴重な時間となりました。 

＜感想＞ 

・一歩を踏み出す力

をもらいました。 

・また秋田で開催し

てください。 

＜感想＞ 
自分のキャリアを自
分でデザインして
みようと思った。 

＜感想＞ 
現実的で大変､参考になった。 

自分を好きになり、輝くためのセルフプロジュ

ースの方法や、チャンスをつかむ言葉の受け

取り方、 “３Ｖ”（ビジョン、ビジュアル、バリュー）の法

則など、自信を持つためのウォーキングを交

えての講座でした。講師が放つ魅力的な言

葉は参加者からも多くの好評を得ました。 



  
 
ハーモニー相談室では、あなたの気持ちをありのままに受け止め、大切にしながら、家族や地域、社会の中

で孤立することなく「自分らしく」生きていけるように、解決方法を探っていくお手伝いをします。 
◆家族(親､子ども)のこと ◆夫婦のこと ◆生き方、性格のこと ◆ドメスティックバイオレンスなど 

相談は無料です。秘密は厳守します。 
【直通ダイヤル】 ０１８-８３６-７８４６  ／ 月～土曜日 10：00～17：00 

 
 
 
 
 
 
                

  
                                    

「ちびママサロン」に参加してみませんか？ 
毎回、楽しいテーマやミニ講座で盛り上がっています。
ほんの少しの時間ですが、お茶をのみながらリフレッ
シュタイムを過ごしませんか？ 
毎月第 2･4 金曜日午後 1時～ 

☆無料で託児します☆ 
詳しくは中央センターへお問い合わ 

せください ℡８３６－７８５３ 

 

＜写真＞ 
ぼくたち遊んで 

待ってるよ～ 

＜相談室から＞  
無料法律相談は、年 15 回県内３地区（中央部・北部・南部）で開催されます。 
中央地区では６月から翌年２月まで、北部と南部では、7、9、11 月に月一回、当相談室

の相談員が同席して行っております。 
法的な知識・情報を得ることは相談者の選択肢が広がったり、意思決定をするに当たり、あ

る程度の結果を見通すことが出来たりと行動を起こしやすくなります。 
法律相談は、相談者が自分を大切に生きていくためのエンパワメントに繋がっていく、その

援助のひとつです。 
相談は一回に付き、定員が４名で男女間のトラブルなど法的な解決を必要としている方を対

象に弁護士がアドバイスを行います。予約制で全地域ともハーモニー相談室で受け付けていま
す。託児も有（予約必要） 
 

ハーモニー相談室 ～あなたらしい生き方を応援します～ 

 
【編集後記】 
毎年12月のこの時期になると一年という時間

の早さに驚かされます。 
11 月に開催されたハーモニープラザまつりも

盛況のうち無事に終わりました。このまつりを
通して広がった「男女共同参画」の輪を、職場
や地域にもっともっと広げていく必要性を実感
しています。そのためにも更に魅力あるイベン
トや講座を企画し、多くの皆さんに足を運んで
いただけるようスタッフ一同頑張ります。 
平成22年もハーモニープラザをよろしくお願

いします。            （A.O） 

12月 25日にクリスマス会を予定中♪ 

 

４ 

 
●Ｆネットが「しあわせ実感男女フォーラム」に参加 

＜場所：ALVE、主催：秋田市男女共生・次世代育成支援室＞ 
10 月 24 日、今年で 19 回目となった「しあわせ実

感男女フォーラム」に、当センター指定管理団体ＮＰ
Ｏ法人いきいき F ネット秋田が実行委員として参加し
ました。人権標語コンクール、自分を知るワークショッ
プ、共生についての川柳、基調講演、映画上映など
多くのイベントがあるなかで、Ｆネットからは「瀬川清子
展」、中島啓江さん(歌手)の講演会とドキュメント映
画「ナミィと歌えば」を提案し、開催しました。 
 ご自身の辛い体験（両親の不和、父から母への DV、
いじめ）や、他者への温かい思いやりのある中島さんの
おはなしは参加者の感動を呼んでいました。 

また、同時開催の河辺地域活動センターでの催しも
のにＦネットによる「これでいいのか？劇場」が上演さ
れ、会場から大きな拍手をいただきました。 

▲▼ 年末年始休館のお知らせ ▲▼ 

12 月 29 日（火）から 1 月 3 日（日）までは年末年始

の休業日となります。1 月 4 日（月）からは通常通り開

館いたします。 

 
★図書コーナーからのお知らせ★ 

12 月の図書テーマは“結婚・非婚・離婚”です。特設

コーナーでは、テーマに関連したお薦め図書も紹介し
てます。どうぞご利用ください。 


