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さんかくカレッジ２０１１ 市民企画講座が 

                   スタートしました！！ 

はもりあ四日市では、男女共同参画の視点で取り組むべき課題を広く市民と行政が共有することと、市民の皆さ

んが講座の企画・運営に携わることにより、男女共同参画への一層の理解と関心を高めていただくことを目的に、

「さんかくカレッジ2011」のうち、3企画を委託事業として募集し、選考の結果、次の３企画に決定しました。 

【共創力を高めるチームビルディング  （Commu-Lab コミュ・ラボ）】 

コミュ・ラボは、登録1年目の出来たてほやほやのグループです。共創力とは他者

から刺激を受けながら、自分の良さを引き出し、新たな力を生み出すこと。11月26

日に開催された第1回では、課題をそれぞれ読んで、それぞれの解釈についてグルー

プで話し合いをするなど、講義形式ではなく体験学習で学びました。組織、チームに

関心をお持ちの方はもちろん、日常での人間関係やコミュニケーションに興味・関心

をお持ちの方にも、ぜひお勧め致します。第2回は12月24日、第3回は1月14日、

いずれも13時からです。各回500円で、1回だけでも参加できます。 

【パパ力
ぢから

アップ講座 （Happy よかパパ）】 

22年度「子育てマイスター養成講座」の修了生たちによる、子育て中のパパ達のグループです。 

パパが積極的に育児や家事をすれば、ママの負担が減り、気持ちに余裕も生まれると同時に、ママと「育児の楽

しさ」を共有し実感することができます。幸せな家庭を築くために、みんなで「パパ力(ぢから)」をアップさせよう！

と企画した講座です。第1回(12月17日)は公開講座。手作り楽器と絵本うたライブを行います。第2回は、父子料

理の間に、ママはネイルアートなど女子力アップ講座を行います。そして第3回は“パパの子育てライフプラン”を

パパ同士で話し合います。受講料は3回で1,000円、12月10日まで申し込み受付中です。 

【子育てに！ 就活に！ 輝く自分になる笑顔とことばの魔法（子育て＆自分育てクラブ にっこりんご）】 

元
もと

さんかくカレッジ受講生が代表を務めるグループです。 

 今、自分を変えたいと思っているあなたを、誰でもすぐにできて必ず効果のあるワーク（実習）でサポートする

実践心理学（真理学）をベースにした『笑顔セラピー』です。講座でお伝えする具体的なワークを通じ、『笑顔』 と 

『プラスのことば』 の実践を行うことで、自分はもちろん、環境や出来事、出会いが良い方へ変わります！  

 第1回は1月17日「笑顔エネルギーが人生を変える」、第2回は1月31日「言葉の持つパワー・感謝法」、第3

回は「笑顔体操・スマイルエクササイズ」です。定員50名、受講料は3回で1,000円、もちろん託児もあります。 

 男女共同参画とは、男女が性別にかかわりなく、個性と能力を十分に発揮する機会が均等に確保され、自らの意

思でさまざまな分野の活動に参画し、共に利益を受け、責任を持つことをいいます。どのグループもアイデアを出

し合い、一人ひとりが持つ能力を発揮することで、各回の講座を魅力あるものにできるよう頑張っています。 

 はもりあ四日市の機能には、「人材育成」と「支援」があります。今後も市民企画講座をグループに委託するこ

とによって、グループのエンパワーメント(力をつけること、持っている力を引き出すこと)を応援していきます。

「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。 

 早いものでもう12月。今年度もあと4ヶ月となりました。はもりあ四日市では、3月まで市民企画講座、

センター企画講座を続々と開催します。テーマもコミュニケーション力
りょく

アップ、父親の育児参画、女性の再

就職、女性と労働、スポーツとジェンダーなど盛りだくさんです。ぜひご参加ください。 

<第 1回の講座の様子> 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 本市は、男女共同参画社会の実現を目指し、施策を総合的かつ計画的に推進するため、平成 21 年度に

男女共同参画プランよっかいちを、平成22年度には実施計画を策定し、さまざまな事業を行っています。

今回の報告書は、四日市市男女共同参画推進条例に基づき、プランの実施状況を点検・評価し、市民の皆

様に公表するものです。 

【第１段階 事業担当所属による自己評価】 

 各課から進捗状況について、①事業実績、②４段階評価（A 実施することができた、B 概ね実施するこ

とができた、C 一部しか実施できなかった、D できなかった）、③今後の課題と対策についてそれぞれ報

告をしました。 

【第２段階 男女共同参画審議会による基本目標ごとの評価と総括評価】 

 事業進捗状況一覧表をもとに評価をいただきました。その一部をご紹介します。 

・市職員の意識レベルに差があるので、全職員への男女共同参画研修を充実すること。 

・審議会の女性委員登用は、26年度目標値の40％までまだ7.5％増やす必要がある。 

 目標を達成できるよう女性委員登用推進要綱に基づき確実な取り組みが必要である。 

・DVを防止するためには、若年者向けの発達段階に応じた継続的な教育を実施する 

 ことの必要性と、幼児期からジェンダー平等教育の実施が望まれる。 

 

この報告書は、地区市民センター、市政情報センター、はもりあ四日市、はもりあ四日市ホーム

ペーシﾞ等でご覧いただけます。皆様からのご意見をお待ちしております。 

 

 

世界経済フォーラムは、11 月 1 日、各国における男女差をはかる「グローバル・ジェンダー・ギャッ

プ・レポート2011」を発表しました。 

このレポートは、男女格差に焦点を当てていて、経済(労働人口、賃金、管理職、専門職などの男女比)、

教育(識字率と初等、中等・高等教育の就学率の男女比)、保健(平均寿命と出生時の男女比)、政治(議会議

員、閣僚などの人数の男女比)の 4 つの分野を対象として、1 に近づくほど男女が平等であることを表し

ています。 

【135か国中98位の日本】 

今年の日本のジェンダー・ギャップ指数(男女平等指数)は 0.6514 でした。順位は 135 か国中 98 位

で、昨年より4位後退しました。 

 男女平等が最も進んでいるのはアイスランドで、2 位以下はノルウェー、フィンランド、スウェーデン

の順になり、北欧勢が独占しています。上位国は、昨年よりスコアを伸ばしていて、さらに男女の差が縮

まりつつあります。 

【指導的地位に占める女性の割合】 

 日本は、このレポートの中で、健康・長

寿や識字率では昨年に続き 1 位の平等度

だと評価される一方、女性の約半数が高等

教育を受けているにもかかわらず、女性管

理職や女性国会議員の比率は 1 割程度し

かなく、女性の能力が十分には生かされて

いないとの評価もされています。 

ジェンダー・ギャップ指数（男女平等指数）２０１１が発表されました！

   日本は「１３５か国中９８位」 

<報告書の一部> 

順位 国名 GGI 値(前年値)

１ アイスランド 0.8530（0.8496） 

２ ノルウェー 0.8404（0.8404） 

３ フィンランド 0.8383（0.8260） 

４ スウェーデン 0.8044（0.8024） 

98 日本 0.6514（0.6524） 

分野 順位 GGI 値

全体  98 0.651

経済 100 0.567

教育  80 0.986

健康  1 0,980

政治 101 0.072

<分野ごとの順位><国別ランキング> 

<The Global Gender Gap Report 2011 より> 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今月は、絵本を２冊ご紹介します。 
この２冊は、「はもりあ四日市」で貸出できます。 

   『気持ちの本』 
             森田 ゆり 著 
人にはいろいろな気持ちがあります。うれしい気

持ち、悲しい気持ち、しあわせな気持ち。でも、こ

とばに表すことが難しい気持ちのときもあります。

この本は、「いろいろな気持ちがあっていい、その

ままのあなたでいいんだよ」と書かれています。 

絵本ですが、お子さんだけでなく大人の方にも読

んでいただきたい本です。 

   『ピンクがすきってきめないで』 

         ﾅﾀﾘｰ･ｵﾝｽ=文、ｲﾘﾔ･ｸﾞﾘｰﾝ=絵

                とき ありえ=訳 

黒色や化石や恐竜が好きな女の子の「女の子はピ

ンクがすきってきめないで」という心の叫びが絵本

になっています。 

“周りと同じではないけど、そのどこが悪いの？”

“女の子らしく”“男の子らしく”と男女の型にはめ

るのではなく、あなたは“あなたらしく”でいいん

だよと、言ってくれている本です。この絵本は、子

どもたちが自分に自信を持って生きることの大切さ

を教えてくれる、そんな一冊です。 

今月のおすすめ本 

 

８月 27 日から 9 月４日に実施した「はもりあ四日市 15 周年記念事業」で、台風 12 号の影響により、3

つの市民企画ワークショップが開催できませんでした。このたび、予定していた講師の皆様をお迎えし、12月、

2月、3月にそれぞれ講座を開催できることになりました。まずは、12月の講座をご紹介します。 

【第 1部 韓国ドキュメンタリー映画 「外泊」の上映】 

 15周年記念事業のオープニングで上映した映画です。 

「女性」と「労働」について考えることができる映画なので、再上映

いたします。 

【第2部 アフタートーク 熊沢 誠 氏 講演会】 

 映画の中で「女性が働く」ということが、どのように描かれてきた

のでしょうか？ 映画を語ればどんどん熱くなる熊沢先生のお話を交

えて、皆様と語り合います。 

<講 師> 甲南大学名誉教授 熊沢 誠さん 

<日 時> 12 月 10日(土) 12:00～15:30 

<会 場> 本町プラザ2階第1会議室 

<参加費> 無料 

<申込み> はもりあ四日市まで、電話・ファクス・E-mail のいずれか 

     でお申込みください。 

 

「ディーセント」とは「きちんとした」、「まとも

な」、「適正な」という意味で、“働きがいのある人

間らしい仕事”と訳されています。 

この言葉は、1999年、国際労働機関(ILO)のフ

アン・ソマビア事務局長が就任時に掲げたスロー

ガンで、2000年に提唱者のソマビア氏自身が、

日本ILO協会50周年記念式典における記念講演

で、「世界の人々がいま最も望んでいるものは、基

本的人権に次いで、ディーセント･ワークではない

かという結論に達しました。これは子どもに教育

を受けさせ、家族を扶養することができ、30年～

35年ぐらい働いたら、老後の生活を営めるだけの

年金などがもらえるような労働のこと」と定義し

ています。 

厚生労働省の2011年9月 

の発表によると、パートや契

約・派遣社員など有期契約労 

働者のうち、年収200万円 

以下の人が74.0％に上るそう

です。 

ディーセント･ワークの実現

は、日本にとっても、重要な 

課題の一つです。 

今月のキーワード 

ディーセント・ワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ｢外泊｣公式ｻｲﾄより 

<あらすじ> 

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・・・。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月21日(水) 親と子のミュージカル 『ルドルフとイッパイアッテナ』 

         子ネコのルドルフは、ある日、ひょんなことからトラックで遠い町まで運ばれてしまいま

した。そこで野良ネコのボスのイッパイアッテナに出会い冒険を繰り広げます。 

 時18:30開演（開場17:45） 所四日市市文化会館第2ホール 

料2,500円 託1,000円/ひとり、〆切12月7日 

問NPO法人体験ひろば☆こどもスペース四日市（TEL・FAX  321-0883） 

1月6日(金)  劇団四季のミュージカル 『はだかの王様』 

         ある国にとてもおしゃれな王様がいました。王様は毎日、ファッションショーのように着

替えるのがお楽しみ。そんなある日、二人のデザイナーがやってきて、特別な布地で作っ

た衣装をめぐって、お城中が大騒ぎ。さあ、あなたには王様の衣装が見えるかな？ 

 時18:30開演（開場18:00） 所四日市市文化会館第１ホール 

料大人S席4,500円/A席3,000円/B席2,000円 小学生以下S席4,000円 

問四日市友の会（有賀）（TEL  326-1567） 

1月１１日(水) 整理収納基本の「き」 セミナー 

         整理収納の基本を知れば誰でも整理上手になれます。 

 1回目 1月11日（水）、2回目 1月25日（水） 

 時10：00～12：00 所はもりあ四日市会議室 

定1２名 師中村恭子さん（整理収納アドバイザー認定講師） 

料各回５００円 申・問ＮＰＯ法人 幸せな家庭環境をつくる会 三重支部 

（TEL  345-7726 FAX  345-0745） 

登録グループイベント情報 

年末年始休館のご案内 

 はもりあ四日市は、12月 29日(木)～1月 3日(火)まで休館となります。 

 12月 28日(水)は、夜9時まで開館します。 

 1 月 4日(水)は、朝9時から開館します。 


