
四日市市
よ っ か い ち し

男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

センターだより         はもりあ ３７号 

         ２０１１年７月１日発行 

 

    平成２３年度版「男女共同参画白書」が発表されました！ 
                           
 政府は、６月２１日の閣議で、２０１１年版の「男女共同参画白書」を決定しました。これまで、男女共同参画

社会の実現に向けて、「社会のあらゆる分野において，2020年までに，指導的地位に女性が占める割合が，少な

くとも30％程度になるよう期待する。」（『２０２０年３０％』）という目標を掲げています。この目標を達成す

るため、実効性のある積極的改善措置（ポジティブ・アクション）を推進することが必要です。白書の特集編では、

世界の政治分野や日本の企業・大学・各種団体の取り組みを紹介しています。 
 
【 世界の政治分野におけるポジティブ・アクション ～クオータ制の導入～ 】 
 日本の国会議員（衆議院）に占める女性割合は11.3％で、増加傾向にあるものの、2011年 3月現在では186

か国中121位となっており、諸外国と比べると女性の政治参画状況は遅れています。 

諸外国における女性議員増加の要因に、ポジティブ・アクションの導入があります。その１つである「クオータ

制」は、性別を基準にして一定の人数や比率を割り当てる手法で、次の3つに分類されます。 

① 議席のうち一定数を女性に割り当てることを憲法または法律に規定 
する「議席割当制」（17カ国が導入） 

② 議員の候補者名簿の一定割合を女性が占めるようにすることを憲法 
または法律に規定する「候補者クオータ制」（34カ国が導入） 

③ 政党が党の規則等により、議員候補者の一定割合を女性とする「政党 
による自発的クオータ制」で（36カ国が導入） 

「クオータ制」を導入した諸外国は、いずれも女性議員の割合は増加しています。日本は、第 3 次男女共同参画

基本計画で、衆議院議員の候補者に占める女性の割合の目標を平成32年度までに30％としています。この目標

達成のために、今後どのようなポジティブ・アクションが検討されるか、私たちも注目していく必要があります。 
 

【 さんかくカレッジ2011 『女性の政治参画』～むずかしさと必要性～ 】 
 ３回シリーズの第１回目を６月１１日（土）に三重大学客員教授の鈴山雅子先生をお迎えして、「四日市市に

なぜ女性議員が少ないのか」と題して座談会を実施しました。 

今月は、第２回、第３回の講座を行いますので、ぜひご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

「はもりあ」とは造語で、女性と男性の協

働という素敵な“ハーモニー”が奏でられる

“中核エリア”という意味です。 

２00６年 10 月に公募で決定した男女共同

参画センターの愛称です。 

今年の８月に「はもりあ四日市」は、開館１５周年を迎えます。これを記念して、「今、ここからの共同参

画 １５周年おめでとう そして未来へ」をキャッチフレーズに、８月２７日（土）から９月４日（日）ま

で、今回、ご紹介するオープニングイベントをはじめ、さまざまな催しを行います。お楽しみに！！ 

【第２回】７月 ９日（土）14：00～16：00  会場本町プラザ５階 第３会議室  
  インタビュー「私が考える地方議員」（講師）元四日市市議会議員 市川悦子さん 田中紘美さん 

【第３回】７月３０日（土）14：00～16：00  会場本町プラザ２階 第１会議室 
  講演「どんなポジティブアクションが考えられるか」（講師）愛知淑徳大学講師 中島美幸さん
 

※共通 定員 ３０名（先着順）  受講料 １回５００円  託児 あり（要予約・無料） 

    申込 はもりあ四日市へ（ＴＥＬ３５４－８３３１ FAX ３５４－８３３９） 



 

 

 

８月２７日（土）から９月４日（日）に実施する「はもりあ四日市 １５周年記念事業」のオープニング

イベントが決まりました。 

一番最初は、ヒップホップダンスパフォーマンスPUZZLE 

次は、期間中開催されるワークショップの紹介 

最後は、                                 を上映します。 

ぜひ、ご覧ください。 

【日時】   8 月27 日（土）10：00～12：00 
【場所】   本町プラザ １Ｆホール 

【定員】   70 名（先着順） 
【受付開始】 8月 13日（土） 

【託児】   無料ですが、事前予約が必要です。 

【内容】   2007 年 7月に「非正規職保護法」が施行されるのを前に、ソウルにある巨大マーケッ

トで非正規の女性レジ係を全員解雇し、外注化を図ろうとした。これに怒った女性たちが、

510 日間スーパーマーケットを占拠して闘う姿をリアルに描いた作品。労働運動の経験

もない、家族を置いて「外泊」したこともない女性たちが闘いのイロハを学んでいく・・・。

【申込み・お問い合わせ】 はもりあ四日市（ＴＥＬ３５４－８３３１ FAX ３５４－８３３９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
     

最近では「デートＤＶ」と呼ばれる恋人間の暴力が、特に若い世代に多く発生しています。場合によっ

ては、命にかかわるような問題へと発展することもあります。多くの場合、被害を受けるのは女性であり、

そこには、やさしさや忍耐を教え込まれた「女らしさ」と強さや力を教え込まれた「男らしさ」から起こ

る、意識の中での男女の力関係が存在すると考えられます。 

 はもりあ四日市では、今年度、ジェンダーの視点を学び、「安心」「信頼」「尊重」の関係と「支配」「管

理」「所有」の関係の違いを見極める力を育むための講座を実施します。 

 

≪実施期間≫ 平成 23年 9月～平成24年 2月 

≪対象≫   小学生から大学生およびその保護者（原則として、クラス単位で行います） 
 

≪講師≫   遠矢
と お や

 家永子
か え こ

さん ほか 

（ＮＰＯ法人ＳＥＡＮ 副理事長、ＣＡＰ（子ども暴力防止）スペシャリスト） 

≪内容≫   （小学生向け） ①女の子・男の子の違うこと、同じこと 

 ②ジェンダークイズによる「社会の不平等」 

   ③なりたい職業              など 

（中学生以上） ①性別による期待の違いと社会構造 

   ②ジェンダーにとわられた行動と結果、自己を尊重した行動と結果 

   ③多様なセクシュアリティ         など 

開催を希望される場合は、はもりあ四日市（ＴＥＬ３５４－８３３１）へお問い合わせください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性、女性という性別を理由として、役割を固

定的に分ける考え方で、例えば、「男は仕事・女

は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業

務」などのことをいいます。 

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という

考え方について、全国的な意識調査では、昭和54

年に、賛成が72.6％、反対が20.4％だったのが、

平成16年に賛成が45.2％、反対が48.9％と初め

て反対が賛成を上回りました。平成21年には、賛

成が41.3％、反対が55.1％となっています。 

四日市市では、平成18年調査で、賛成が

35.8％、反対が58.4％ 

でした。全国の調査と 

比べて少なくはなって 

いますが、依然として 

固定的役割分担意識が 

残っており、この意識 

を解消するため、啓発 

事業などを積極的に行って 

いきます。 

 

 今月は、スポーツ界の第一線で活躍するお２人の
著書を紹介します。この２冊は、「はもりあ」で貸出
できます。 

    『一歩を越える勇気』 

登山家の栗城史多さんが、大学の山岳部に入部し
て２年後、まわりの反対を押し切って、北米大陸の
最高峰「マッキンリー」に挑戦し、単独・無酸素登
頂に成功。その後、３年間で世界６大陸の最高峰の
登頂とヒマラヤ8,000ｍ峰の単独・無酸素登頂を達
成し、世界最高峰「エベレスト」への挑戦をつづっ
た本。夢のかなえ方のヒントとともに、元気をもら
えます。 

    『心を整える。』勝利をたぐり寄せる 

ための５６の習慣 

プロサッカー選手の長谷部誠さんは、突出したテ
クニックを持っているわけでも、試合を決定づける
フリーキックが得意なわけでもありません。しかし、
あらゆる指揮官に重宝される日本代表の中心人物で
す。彼の特長は、チームを勝利へ導く類まれなるメ
ンタルコントロール術。心は「鍛えるもの」ではな
く、「整えるもの」。いかなる時も安定した心を備え
ることで、常に力と結果を出す。スポーツだけでな
く、あらゆる場面で応用できます。 

今月のおすすめ本 今月のキーワード 

固定的役割分担意識 

 

 

 

 

 

 

☆日 時  ８月１１日（木）１０：００～１２：００ 
☆内 容  男女共同参画の寸劇と世界に一つだけの作品づくり（木工教室） 

☆場 所  本町プラザ２Ｆ 会議室 

☆対 象  市内の小学生とその保護者    

☆定 員  １５組（先着順） 

       ７月２８日（木）から受付開始 
☆参加費  小学生一人につき５００円   

☆講 師  木工教室 三重県建設労働組合四日市支部の皆さん 

寸劇 大好きパパ応援団の皆さん 

 

夏休みこどもさんかくカレッジ 

★申込方法    住所・名前（ふりがな）・学年・電話番号・一緒に参加する保護者名を電話、
ＦＡＸ、Eメールで「はもりあ四日市」までお申し込みください。 

★申込・問合せ先 本町９－８ はもりあ四日市 
ＴＥＬ ３５４－８３３１  ＦＡＸ ３５４－８３３９ 

         E-mail kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp 
◎無料の託児があります。お申込み時にご予約ください。 

・・・自由研究をやっつけちゃおう！！ ちょこっと さんかく教室・・・ 



 

 

 

７月１日(金)～ 『聴き方講座』 職場で、家庭で、地域で、子育てで…役に立つ聴き方を学びませんか？ 

         初歩の傾聴講座です。月４回（毎週金曜日）を１コースとして開催します。 

時毎月第１～第４金曜日1３:00～15:00 所なやプラザ３階 第３会議室  

定２０名。毎月先着順 料無料 他４回受講にて修了書発行します。 

申・問ＮＰＯ法人傾聴ネットキーステーション三重 傾聴同好会 開発（TEL･FAX  

345-5214） 

７月６日(水)～ 『整理収納 基本の「き」』 整理収納の基本を知れば、誰でも整理上手になれます！！ 

 ３回シリーズの１回目は、「整理編 まずは引き出し１つから始めましょう！」です。 

時10:０0～1２:００ 所はもりあ四日市 会議室 定１０名 

師中村恭子さん（整理収納アドバイザー認定講師） 料500円 

申・問NPO幸せな家庭環境つくる会 中村（TEL345-7726 / FAX345-0745） 

７月１４日(木) 『男の料理』 男性のみなさん、料理の腕を磨くチャンスです。毎月１回、料理教室を開

催しています。今回は、会員の追加募集を行います。 

         時毎月第２木曜日９:３0～1２:00 所はもりあ四日市 調理室 定若干名  

料３か月分で5,000円（前納です） 申・問モンブラン会 白峰（TEL352-3654） 

 

７月２３日(土)～『親と子のわくわく生活フェスタ』 親も子も、いきいきと楽しい生活を過ごして 

  ２４日(日) いますか？家庭生活の中で、子どもが持っている生きる力を引き出すために親も子もどう 

あったらよいでしょう？一緒に考えてみませんか？ 

23(土) 
10:00～ 

12:00 

「家族で耕す心とからだ」～子どもと毎日をフレッシュに～ 

師田中周子さん（子どもの生活アドバイザー）定 120人料 700円 

10:00～ 

11:30 

田中周子氏ワークショップ「さぁ何を作るのかな～？お楽しみにね！」

対年長～小学生 定 50人 料 600円 
24(日) 

10:00～ 

15:00 

わくわく生活体験コーナー （スタンプラリー） 

料大人２００円 小中高生100円 

        所四日市友の家（智積町大字大谷2910－4） 

 申・問四日市友の会（TEL･FAX326-2081） 

 

8 月 4日（木）『青川峡でデイキャンプ、思いっきり川遊び！』 豊かな自然の中で、思いっきり遊

びましょう。この体験が、きっと、子どもたちをひとまわり成長させますよ！ 

         対小学生 時８：００事務所集合 所青川峡キャンピングパーク 定 65人（先着順） 

         料 5700円（バス代往復含む） 申 7月 26日締切 

         問四日市まんなか子ども劇場（TEL･FAX351-6670） 

登録グループイベント情報 


