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４月から次世代・女性活躍支援課長に着任しました神谷と申します。 

 日頃、中央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。 

  今年度、県では、人口減少の抑制に向けた取組を強化し、女性や若者、子どもからお年寄りまであ

らゆる世代が活躍する秋田の未来を創造するため、あきた未来創造部を設置しました。当課はその中

で、男女の出会いから結婚、出産、子育てなど、県民の皆様のライフプランを一貫して支援するとと

もに、男女共同参画社会の形成や女性の活躍推進について、取組を加速させてまいります。 

 例えば、昨年度、「日本女性会議２０１６秋田」が開催されたのを契機に男女共同参画に対する機

運が高まっていることから、今年度は、地域で男女共同参画に取り組んでいる女性等を対象に、ステ

ップアップを目指す人材育成事業を実施します。さらに、企業における女性が働きやすい職場環境の

整備など、働く女性を支援する事業の充実を目指してまいります。 

男女共同参画センターは、地域における男女共同参画社会の実現に向けた拠点として、これまでと

同様に、情報・研修機会の提供や、市町村や関係団体とのネットワークの中核としての役割を果たす

とともに、今後は、地域活動における女性の活躍を推進する場にしたいと考えております。 

   さて、県では県民の皆様に広く男女共同参画についての関心と理解を深めていただくとともに、男

女共同参画の推進に関する活動への参加を促進するため、毎年６月を男女共同参画月間と定め、その

一環として、６月２４日（土）には湯沢市役所１階市民ロビーを会場にハーモニーフェスタ２０１７

を開催いたします。 

 当日は、「秋田県男女共同参画社会づくり表彰」の表彰式、中村シュフさんの特別講演やハーモニ

ーフォーラムなどを実施し、楽しみながら男女共同参画について考える内容となっておりますので、

是非御参加ください。 

 これからも県では、あらゆる視点から男女共同参

画社会を実現するために必要な施策を行ってまいり

ますので、県の事業やセンター運営に対する御理解

と御協力をよろしくお願いいたします。 
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6 月の男女共同参画月間に合わせて、

独立行政法人国立女性教育会館所蔵

(NWEC)の書籍 100 冊を展示・貸出して

います。 

４回目となりましたこのフェアは、埼

玉県にあるＮＷＥＣ所蔵の膨大な書籍

の中から、テーマ別にセレクトした合

計 100 冊をお借りしているものです。

今回のテーマは 

「アート」「ここ 

ろ」「メディア」 

「生き方」「男女 

共同参画」です。 

アート分野の『アート＆フェミニズム』

『フリーダ愛と痛み』『イタリア・ルネ

サンス美女画集』はなかなかお目にか

かれないよう豪華な装丁と美しい紙面

に目をうばわれます。また篠田桃紅著

『103 歳になってわかったこと』、中田

整一著『虹の橋を渡りたい～画家・堀

文子 97 歳の挑戦～』や山本ゆかり著

『春画を旅する』、駒崎弘樹著の『働き

方革命』など話題の本も並んでいます。

期間限定 3 か月間、ぜひお手に取っ 

て読書の世界を広げてみませ 

んか？ 

ＮＷＥＣＮＷＥＣＮＷＥＣＮＷＥＣブックフェアブックフェアブックフェアブックフェア開催中開催中開催中開催中((((～～～～7/317/317/317/31))))    

開催開催開催開催中！中！中！中！    

6 月は秋田県の男女共同参画推進月間です。中央センターでは、12 日(月)

～30 日(金)の 19 日間、6 階オープンスペースにおいて利用者や大人の折り紙

教室受講者による作品展示を行っております。また、秋田市の協力による男

女共同参画に関連したパネル展示等も行っております。 

13 日(火)は「わたしたちとメディア～感覚を研ぎ澄ませて～」と題してワ

ークショップを行いました。私たちはテレビや新聞雑誌などのメディアから

日常的に多くのメッセージを受け取っています。 

世の中にあふれる情報の中には「男性は外で仕事」「女性は家庭で家事育児」

などの固定的な性別役割分担を描いているものや、性を商品化したものが多

く見受けられます。それらの情報を「どう見極め、受け取るか」、受け取る側

の意識や能力（リテラシー:情報を読み解く能力）を高めることが必要です。

また、子ども達がリテラシーを身につけるためにも大人がジェンダーに敏感

な視点を持つことが重要です。ワークショップでは最近の CMや新聞をみなが

ら、ジェンダーに偏見的あるいは画一的なメッセージを読み取ったり、コラ

ージュ（※写真等を切り取り､模造紙に張り付けるなどの手法）で写真や記事

の分析を行ったりしました。参加者からは「社会がまだまだ男性中心である」

と「小さい時からの教育が必要」「主体的に考えることが大事」などの感想が

寄せられました。 

今年は昨年に引き続きテーマを「知ろう学ぼうまだまだこれからパートⅡ」

として、男女共同参画の知識を深める機会や生涯を通して学ぶことの楽しさ

を提供しています。是非、ご来館下さい。 
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男女共同参画推進月間 

６／１２～６／３０ 

「知ろう!学ぼう！まだまだ 

これから PartⅡ」 開催中開催中開催中開催中    

 

働く母親を応援する 

男性・子どもの生活自立 

支 援 事 業 

  １１／２３(祝) 

女性チャレンジ支援事業 

９／５、１２(火) 

「My ワーク My チョイス」

ママの再就職 

男女共同参画社会づくり 

基 礎 講 座  

In 井川町、にかほ市予定 

折り紙教室（月 2 回） 

お絵かきサロン(月１回) 

おもちゃ病院(年３回) 

地域で活躍する人材を育成

する事業 

一般相談(電話・面接)) 

無料法律相談 年 8 回 

相談事業相談事業相談事業相談事業    

 

 

 

 

テーマ「男女共同参画、 

   未来につなげる暮らし方」 
 
日 時：9 月 3 日（日） 

    9:30～16:00 

場 所：アトリオン６Ｆ，Ｂ1Ｆ他 

内 容：オープニング 

    実行委員会企画 

    ワークショップ、 

    ふれあいマーケット他 

            NPO 法人いきいきＦネット法人いきいきＦネット法人いきいきＦネット法人いきいきＦネット 

秋田設立秋田設立秋田設立秋田設立 10 周年周年周年周年 

記記記記  念念念念  講講講講  演演演演  会会会会 

「「「「自分らしく生きるために自分らしく生きるために自分らしく生きるために自分らしく生きるために」」」」 

秋田県中央男女共同参画センター指定管理 

者 NPO法人いきいき Fネット秋田は今年 

で 10周年を迎えます。これまで支えて下 

さった多くの皆様に感謝し、記念となる 

講演会を開催します。講演後には講師を 

囲んでのお食事会を予定しております。 

どうぞふるってご参加ください。 

日日日日    時時時時        平成２９年１０月２７日平成２９年１０月２７日平成２９年１０月２７日平成２９年１０月２７日(金金金金) 

                    １４：００～１５：３０１４：００～１５：３０１４：００～１５：３０１４：００～１５：３０ 

講講講講    師師師師        鈴木鈴木鈴木鈴木    秀子秀子秀子秀子    さんさんさんさん（（（（聖心女子大学教授聖心女子大学教授聖心女子大学教授聖心女子大学教授）））） 

場場場場    所所所所        秋田ビューホテル４秋田ビューホテル４秋田ビューホテル４秋田ビューホテル４F 

定定定定    員員員員        200 名名名名 

開催予告 2 

 

ハーモニープラザまつり 

  ９／３(日) 

ふれあいマーケット、 

ワークショップ他 

開催予告 1 

自主事業 

利用者懇談会(年 2 回) 

運営委員会（年 2 回） 

中央地域連携ネットワーク 

(年 2 回)他 

運営運営運営運営事業事業事業事業    
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ＤＶ加害者は、妻や恋人を自分の思い通りに支配したいがためにコントロールを強めます。その手っ取り早い

方法として一発殴る、大声を上げる、～しないと許さないなどと脅す、身体を攻撃したり、精神を追い詰めたり

して相手を思い通りにしようとするのです。 

ＤＶ加害者は、外ではよい人を演じます。例えば妻や恋人の反応を先読みして、被害者が被害を訴えたと

しても「それは事実とは違う、被害を受けているのはむしろ自分の方だ」「不安定になって居るので聞き流して

ほしい」などと真しやかに嘘をつきます。 

ＤＶ加害者はこのように内面だけでなく外部へ向けてもコントロールし支配するのです。これは、故意に人を

陥れたり、多勢に無勢で孤立させたり、人目につかない所で行使する苛め、意地悪にとてもよく似ています。 

このようなことから思うのは、加害者、被害者どちらにもなってほしくないということです。問題が起きた場合、

当事者だけの問題と片づけないで周囲全体、そこにいるみんなの問題として捉える必要があるということです。

支配とコントロールにより、私たちは知らず知らずのうちに加害者になっていることもあります。また一方的な情

報のみにとらわれることもよくやってしまう過ちですし、自分が被害を受けていないから関係ないと思うのもどう

でしょうか。 

当相談室では、共にあなたの苦境を紐解き、少しでも楽になって、あなたがあなたらしい生き方ができるよう

に応援します。一人で悩まず、まずはご相談ください。 

 

相談開業時間：月曜～土曜日  10 時～17 時まで（日・祝日は休業） 

相 談 方 法 ：面接（要予約）、電話（土曜日は電話相談のみ）  相談専用番号：018-836-7846 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
    

 

 

 
 

 

 

★大人大人大人大人のおりがみのおりがみのおりがみのおりがみ教室教室教室教室((((月月月月 2222 回回回回))))    

季節を折って色紙に飾ります。 

７７７７月月月月のののの予定予定予定予定はははは 13131313、、、、20202020 日日日日（（（（木木木木））））        

10101010 時時時時～～～～12121212 時時時時        

 
★★★★おおおお絵絵絵絵かきサロンかきサロンかきサロンかきサロン ((((月月月月 1111 回回回回 ))))    

大人のぬり絵です。脳トレにも… 

７７７７月月月月のののの予定予定予定予定はははは    14141414 日日日日（（（（金金金金））））10101010 時半時半時半時半～～～～ 

自主事業･その他事業紹介 
６F オープンスペース内 

詳細についてのお問合せは 

秋田県中央男女共同参画センター  

018-836-7853 

研修室を無料開放します！研修室を無料開放します！研修室を無料開放します！研修室を無料開放します！    

県の記念日に合わせて 

8888 月月月月 26262626 日（日（日（日（土土土土）、）、）、）、27272727 日（日（日（日（日日日日））））    

７Ｆの研修室を無料でお使いいただけます。 

詳細はセンターにお問い合わせください。 

ハーモニーハーモニーハーモニーハーモニー相談室相談室相談室相談室    ～あなたらしい生き方を応援します～あなたらしい生き方を応援します～あなたらしい生き方を応援します～あなたらしい生き方を応援します～～～～    

平成 29 年度 第１回利用者懇談会 

開 催 の 報 告(５/１６） 

先日、第 1 回目の利用者懇談会が開かれ 26

団体(28 名)が出席されました。 

役員改選では昨年度に引き続き、会長に黒

﨑秀一さん(日本ラジオ歌謡研究会)、副会長

に工藤八重子さん(いきいき F ネット秋田)､

髙橋静子さん(あきた AT 研究会)が選任され

ました。 

協議では、秋田県と中央センターの今年度

の事業説明のあと、出席者の皆さんから毎

年、秋に実施しているハーモニープラザまつ

りの開催時期や参加団体の拡大について、ま

た6階のオープンスペースの利用の仕方につ

いて多くのご意見を伺いました。 

また、秋田県の課題である少子高齢化にも

センターが積極的に取り組むべきとの黒﨑

会長の呼び掛けで、秋田県女性議会の会

(L-1)の会長若松ナミさんより、地域の高齢

化問題に取り組む L-1 

の学習の様子や泉地 

区での取組についても、 

お話頂きました。 

第 2 回目は 30年 

1 月の開催予定です。 

 

 


