あらゆるライフステージの「生き方応援館」
方応援館」
発行：秋田県中央男女共同参画センター 電話：018･８
018･８36
･８36･
36･7853 http://akitawmc.com/
〒010010-0001 秋田市中通 2 丁目 3-8 アトリオンビル６Ｆ
アトリオンビル６Ｆ 指定管理団体・NPO
指定管理団体・NPO 法人いきいき F ネット秋田

平成２７年
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秋田県生活環境部男女共同参画課
課長 石川 聡
今年度４月から男女共同参画課長を務めております石川と申します。
中央男女共同参画センターをご利用いただき、支えてくださってい
る地域の皆様に、この場をお借りして厚くお礼申し上げます。
今後も、地域における男女共同参画推進の拠点として情報や研修機
会等の提供に務め、また、市町村、関係団体とのネットワークの中核
としての機能を果たしてまいりますので、引き続き皆様のご理解とご
協力をお願いいたします。
さて、６月は「男女共同参画推進月間」です。県内における「男は仕事、女は家庭」と
いう意識の割合は、20 年前の５割以上から 3 割を切るまでに低下しましたが、まだまだ
男女共同参画についての関心と理解を深めてもらう取組は続けていく必要があると思い
ます。メインの行事となる「ハーモニーフェスタ２０１５」は、6 月 28 日（日）に鹿角
市「コモッセ」で開催されますので、お時間のある方にはぜひご参加いただき、男女共同
参画推進に向けた活動を盛り上げていただければと考えております。
政府は、我が国最大の潜在力は「女性の力」であり、女性の活躍が成長戦略の中核であ
るとしています。県としても、先日設立された「あきた女性の活躍推進会議」を核として、
女性の活躍できる環境づくり等に取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。

平成２７年度 秋田県男女共同参画推進事業
秋田県男女共同参画推進事業
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Together －つながる未来にむ
－つながる未来にむかって－

平成２７年６月２８日(日)

開会 12:45

鹿角市文化の杜交流館「コモッセ」

＜第１部＞
オープニング、男女共同参画社会づくり表彰式、他
特別講演
「夫婦でちんどん
夫婦でちんどん､
でちんどん､二人三脚!
二人三脚!～好きこそ生涯現役
こそ生涯現役～」
生涯現役～」
カチューシャ安田
カチューシャ安田さん
安田さん(
さん(ダースコちんどん隊
ダースコちんどん隊)
＜第２部＞
３会場同時ワークショップタイム、対話劇他
1

平成27年度 男女共同参画推進月間事業
2015 年テーマ「自分と出会う!」

～会話・情報・表現 新たな自分と出会える３つのキーワード～

「ブックフェア」
ブックフェア」
（６/１～８/３１）
３１）

「折り紙・手芸展示
手芸展示作品展
展示作品展」
作品展」
（６/１５～
１５～６/３０）
３０）
折り紙教室参加者の
紙教室参加者の作品展示

「秋田市提供 ポスター展示」

6 月の県の男女共同参画推進月間に合

『地域力×女性力＝無限大の未来』
(内閣府男女共同参画週間 キャッチフレーズ)

わせて、国立女性教育会館（ヌエック）
所蔵の図書 100 冊の展示と貸出を行っ
ております。
仕事や生き方、家族との関係、男性学、

秋田市で生まれ、または
秋田市に深い関わりを

セクシャリティに関する書籍です。

持ち、国内外で活躍した
女性たちを紹介してい
ます。

2 週間で 3 冊まで借りる事ができます。
この機会に図書カードを作って利用し
ませんか？

期
間
中
の開
催
イベ
ント
案
内

「男女共同参画推進フォーラム」
へのご案内
日時：平成27年８月20 日(木)～22 日(土)
場所：国立女性教育会館(ヌエック)
(埼玉県比企郡嵐山町菅谷728)
対象：男女共同参画に関心のある方
1000 名

さん（横浜市長）

基調講演：林文子

６/20(土)

「ビブリオバトル」
６/23(火)

「うたごえサロン」

６/25(木)
詳細については

「DVD 鑑賞会＆トーク」

当センターまでお問い合わせください。

マルタのやさしい刺繍

電話 ０１８－８３６－７８５３
2

７月開催講座
７月開催講座ご案内
開催講座ご案内
わたしのしごと
準備講座（全３回）

平成２７年度女性チャレンジ支援講座

ゆるーり

働く母親を応援する男性・子どもの
生活自立支援事業

「人間関係がちょっぴり苦手…」
「仕事に就いても、なかなか続かない」
「自分に自信をもちたい！」

対

象

生きづらさ働きづらさを

定

員

1２名 (申し込み締切 6 月 20 日)

共働き家庭で
共働き家庭で
は 、 お母さん
は 家事に育児
家事に 育児
に 仕事にと
仕事にと大
にと 大
忙し！！

感じているシングル女性

参加費

無料

お問い合わせ・申し込み先
秋田県中央男女共同参画センター

7/1(水
7/1(水)

レッスン１
レッスン１

お父さんとお子さ
お父さんと お子さ
んが自分たちだけ
んが自分たちだけ
で 料理が作れるよ
料理が作れるよ
うになるとお
うになるとお母さ
なるとお母さ
んはとても助かり
んはとても助かり
ます。

家族みんなでクッキングにチャレンジしましょう！

わたしに
わたしに栄養。
栄養。しっかりごはん。
しっかりごはん。

時間 10:30～13:30
会場 アルヴェ４F 調理室
講師 工藤 八重子さん（料理研究家）

日
場
講
募

時：7 月 26 日（日）１
日（日）１0 時 30 分～13 時 30 分
所：遊学舎(
遊学舎(秋田県ゆとり
秋田県ゆとり生活
ゆとり生活創造センター
生活創造センター)
創造センター)
食工房
7/8(水
レッスン２
7/8(水)
レッスン２ わたしとしごとのいい
わたしとしごとのいい関係
しごとのいい関係。
関係。
師
：
工藤八重子さん（料理研究家）
時間 13:30～16:00
集：共働き家庭の
会場 アトリオン７F センター研修室
お父さんと小学生のお子さん１０組
講師 塚田 安寿子さん（あきた若者
(ごきょうだいでの参加も可能です)
サポートステーションキャリアカウンセラー） お問合せ・申し込みは
・申し込みは
お問合せ
佐藤 加代子（センター長）
秋田県中央男女共同参画センター
秋田県中央男女共同参画センターまで
中央男女共同参画センターまで（締め切り
（締め切り７
締め切り７/１7）
7/15(水
7/15(水) レッスン３
レッスン３ わたし再発見
わたし再発見！
再発見！ポジティブメイク
ポジティブメイク
※参加は無料。食べ物アレルギーのある方は、ご相談く
＆ごほうびハンド
ごほうびハンドマッサージ
ハンドマッサージ
ださい。
時間 13:30～16:00
会場 アトリオン７F センター研修室
共催：特定非営利法人全国女性会館協議会
講師 鎌田 かなえさん（POLA THE BEAUTY
日本テトラパック株式会社
仲小路）

平成 27 年度 第 1 回

中央地域連携ネットワーク会議

「日本女性会議 2 016 秋田」
来年 平成 年 10 月に秋田市で開催

日時：７月９日(木)13:30～
)13:30～16:00
場所：中央センター／７階研修室

(

28

)

大会テ
大会テーマ

中央地域連携ネットワーク会議は･･
地域の男女共同参画社会づくりの推進のため
に、あきたＦ･Ｆ推進員や市町村、ハーモニー
ネット団体等が連携を図ることを目的に年に
２回開催しています。

みつめて みとめて あなたと私
～多様性
とは～
( ダイバーシティ )

日本女性会議は
日本女性会議は、昭和 59 年から毎年開催
から毎年開催さ
毎年開催さ
れている、
、全国から
れている
全国から 2 千人以上の
千人以上の参加者が
参加者が集
う男女共同参画をテーマとし
男女共同参画をテーマとし国内最大級
をテーマとし国内最大級の
国内最大級の会
議です。
です。
大会プログラムは
大会プログラムは 3 日間の
日間の開催期間中に
開催期間中に開会
式､記念公演､
記念公演､交流会､
交流会､分科会､
分科会､エクスカーショ
ン(体験型見学会)
体験型見学会)などを予定
などを予定しています
予定しています。
しています。
今年度からプレイベント
今年度からプレイベント等
からプレイベント等の関連するイベン
関連するイベン
トも開催
トも開催されます
開催されます。
されます。ハーモニープラザだよりで
もお知
もお知らせしていきます。
らせしていきます。

・秋田県､市町村､中央センター事業紹介
・講話「いま､あらためて男女共同参画！
・講話「いま､あらためて男女共同参画！」
講師/
講師/群馬県立女子大学教授 佐々木 尚毅さん
・情報交換、その他
＊ハーモニーネット団体、あきたF
＊ハーモニーネット団体、あきた F・F 推進員には
6 月 12日付文書で案内を発送しています。
12 日付文書で案内を発送しています。
登録団体の方で参加を希望される方は、事務室まで
お問合せ下さい。
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ハーモニー相談室
ハーモニー相談室 ～あなたらしい生き方を応援します～

〈相談室より〉
当相談室では、様々な悩みをご相談にみえたかたのお気持ちに添ってジェンダーの視点でお聴きし、一緒
に考えます。お話くださった内容は固く守秘いたしますので、ご安心ください。また相談の中で法的なアド
バイスが必要な方には、無料で弁護士による法律相談をご利用いただいております。
お一人で悩まず、どのようなことでもお気軽にご相談ください。
相談日時は、月曜から土曜日の１０時から１７時です。
相談方法は面接と電話があり、面接は予約制となっております（土曜日は電話のみ）
。
小さなお子さんをお連れの方には託児がありますので、事前にご予約ください。また１時間分の駐車利用
券を発行しております（駐車場の指定有）
。 相談室直通電話 ０１８－８３６－７８４６
相談室は、アトリオン７F にあります。

今年度一回目の利用者懇談会が 5 月 26 日（火）午後 1 時半から 3 時半まで７F 研修室で開催されまし
た。参加者は、33 団体 39 名、男女共同参画課から、齊藤勲信主査、佐々木梨乃主事、センター職員 3
名でした。
役員改選で、今年度も昨年に引き続き、黒﨑秀一さんが会長、工藤八重子さんが副会長に推薦され承
認されました。登録団体は 5 月 26 日現在 119 団体で、若干の減少傾向にあります。
各団体・参加者の自己紹介の後、センターより 27 年度の事業紹介があり、それについて質疑応答が
ありました。2016 年に秋田市で開催される日本女性会議では、当センターがどのような関わり方をする
のかといった質問や、男女共同参画推進月間の事業「ビブリオバトル」
、7 月に開催される「パパといっ
しょにクッキング」働く母親支援事業に関する質問があり、情報を共有しました。

等

壁 剥げ落ちているので修理はできないか」と
いう意見も出ましたが、検討事項となりました。今後も、各団体の活動紹介や連携を深めて行くことを
確認して閉会となりました。
また７F 研修室の「フラフを貼る時のテープ により が

研修室を
研修室を無料開放します！

７月の予定

県の記念日に合わせて
8 月 29 日（土）、30
日（土）、30 日（日）、
日（日）、31
日）、31 日（月）
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。

～こわれたおもちゃを修理します！
こわれたおもちゃを修理します！～
おもちゃを修理します！～
日時：６月２７日（土）10:00～１４：００
場所：センターオープンスペース

印刷機が新機種に替わりました

使用法が多少変更になっています。
センタースタッフがご説明いたします。お気軽にお
声かけださい。

★ 折り紙教室 ★
～7 月は「ひまわり」を折ります～
月は「ひまわり」を折ります～
～7 月は「ひまわり」を折ります～

場所：センターオープンスペース
詳細はセンターまでお問合せください。

「ハーモニープラザまつり 2015」開催にあたって登
2015」開催にあたって登
録団体のみなさまの中から実行委員を募っていま
す。今年もご協力をよろしくお願いいたします。
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