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          ２０１５年 ５月発行   

今年も“三重県内男女共同参画連携映画祭”を 

                      開催します！！ 
    四日市市は「マダム・イン・ニューヨーク」を６/２７(土)上映

【映画で見つけよう！男女がともに生きるヒント ～つながる ひろがる メッセージ～】 
四日市市は、市民の皆さんが男女共同参画について考えていただくきっかけ作りとして、平成19年度から、

三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」、鈴鹿市男女共同参画センター「ジェフリーすずか」、そして四

日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」の３センターで協力して連携映画祭をはじめました。 

連携映画祭の輪が広がり、９年目となる今年は男女共同参画週間（6/２３～６/２９）にあわせ5つの 

センターと２２市町が連携して県内各地21会場で上映します。四日市会場だけでなく他の市町の上映会場にも、

お気軽にお出かけください。四日市会場についてのお申込み等詳しくは 5月 20 日頃配付予定の「広報よっかい

ち５月下旬号」をご覧ください。 

他市町の上映会場につきましては三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」にお問い合わせください。 

 

 

きっといいヒントが 

得られると思います。 

ぜひご参加ください！！   

【日時】平成2７年５月１７日（日）13：30～15：３０  

【会場】四日市市文化会館第３ホール 

【講師】小室 淑恵(こむろ よしえ)さん（株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長） 

【対象】四日市市に在住、通勤、通学している方     

【受講料】無料  

【お申し込み・お問い合わせ】男女共同参画センター「はもりあ四日市」へ 

 

 

♪♪今年も開催します♪♪ 
 
さんかくカレッジ 2015 センター企画講座           
男性向け料理教室「はじめての台所＆ちょこっとさんかく講座」(全 4回シリーズ) 

① ７/４(土)②７/１１(土)③８/１(土)④１１/７(土) 

詳細は5月20日頃配付予定の「広報よっかいち５月下旬号」をご覧ください 

「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。 

３月２８日に登録グループのつどいを開催しました。グループの方には、いつも「はもりあ」の事業に協力

いただき感謝しています。今回のつどいでは、坂倉加代子さん講師による、男女共同参画の研修も行いまし

た。当日は、男性もたくさん参加していただきましたが、男女共同参画を進めるには、女性のエンパワメン

トと共に、男性の理解・応援が必要だと実感した１年でした。また、はもりあ事業が始まります。今年度の

はもりあフェスタは平成28年2月5日(金)～７日(日)の３日間です。皆さん、予定帳に記入してくださいね。



３月２６日（木）に「男女がいきいきと働き続けられる企業」大賞を受賞した北伊勢上野信用金庫の表彰式が行

われました。四日市市では、男女がいきいきと働き続けられる環境づくりを推進している企業の功績を顕彰する

とともに、こうした取り組みについて広く市民の皆さんに知っていただくために、表彰を行っています。 

 

 

 

 

ワーク･ライフ･バランスをすすめることは、企業にとっても、そこで働く人にとってもプラスに 

「ワーク・ライフ・バランス」とは、直訳すると、「仕事と生活の調和」という意味で、男性も女性も共に、仕事、

家事(育児・介護)、地域活動などさまざまな活動を自分の希望するペースで進められる社会を目指すものです。今回

表彰を受けた北伊勢上野信用金庫は、ワーク・ライフ・バランスを進めるための様々な工夫や取り組みを行ってい

る企業です。これらの取り組みは、女性だけでなく男性にとっても働きやすく、家庭や地域社会活動、趣味に時間

を使える生き方を可能にします。私生活を充実させると、仕事の生産性も向上する傾向にあることは、これまでの

先進的な取り組みから実証されており、企業にとってもプラスになる取り組みです。 

 

 

○法律の規定を上回る育児休業期間の設定 

  最大で子が2歳に達するまで育児休業を取得できる。（法律の規定では最大1歳6ヶ月に達するまで） 

○女性職員の登用の推進 

女性職員に向けた内外研修への参加を推奨する等、女性のキャリア形成支援に積極的に取り組んでいる。 

○総合職、正職員への転換制度 

  一般職から総合職へ、パート職員から正職員へなど、職員の状況に合わせた働き方を支援する制度がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重県では女性がいきいきと活

躍できるように、定期的に専門の

キャリアカウンセラーが女性の

就労支援相談を行っており、面接

相談、電話相談を無料で実施して

います。はもりあ四日市も応援し

ていますので、ぜひお気軽にご利

用ください。詳しくは下記のお問

い合わせ先まで。 

完全予約制 

電話 

相談 

(相談専用)０５０－３７０６－５０５５ 

10:00～12:00/13:00～16:00 
毎月第１～４水曜、第２･４金曜、第２土曜（予約制） 

 
はもりあ 

四日市 

毎月第１・３水曜日 

10:00～12:00/13:00～16:00 
本町プラザ２F 第２会議室 

四日市市本町 9-8 

イオン 

モール 

四日市北 

毎月第２水曜日 
10:00～12:00/13:00～16:00 
イオンモール四日市北２F 
ザ・クロックハウス前 
四日市市富洲原町 2-40 

 

O-GOE 

事務所 

毎月第２土曜日 

10:00～12:00/13:00～16:00 
株式会社Ｏ-ＧＯＥ事務所 

四日市市富田 3-15-27 

橋北 

子育て 

支援 

センター 

毎月第４水曜日 

9:30～10:45/13:30～15:30 
橋北子育て支援センター 

四日市市午起 1-3-13 

予約 

お問い合わせ 

株式会社Ｏ－ＧＯＥ(オーゴエ) 
℡ ０５９－３２９－６６６４ 
平日:9:30～12:00/13:00～18:00

(年末年始・祝祭日休み) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

実施校・園・他 数 講 座 受講人数

大学 2校 ２ 190

高校 2校 ２ 577

中学 6校 ６ 1,152

小学 7校 ２４ 712

保育園 10園 １０ 372

幼稚園 3園 ３ 155

学童保育所 2カ所 ２ 85

保護者・教員 7カ所 7 221

 39 56 3,464

 
 

初めまして。4月から男女共同参画課でお世話にな

ります、新規採用職員の松永です。今回この課に配属

されるにあたり、友人や家族に「男女共同参画課って

なにするところ？」と幾度となく聞かれましたが、オ

ウムのように「男女が共同して参画していけるように

するところ」と答えることしかできませんでした。 

今回、男女共同参画課に配属されたということで、

仕事に慣れるのはもちろんのこと、いち早く戦力にな

れるように、頼れる優しい先輩上司の方々の知識を吸

収するとともに、これまで持っていなかった「男女共

同参画」の視点を理解して、業務に携わっていきたい

と思います。同時に、新社会人として様々なことに挑

戦していきたいと思います。 

男女が対等な立場に立って、男性も女性も、意欲に

応じてあらゆる分野で活躍できる男女共同参画社会の

実現のために頑張ります。 

【担当：Ｄ】
 

男女
共同 

あい 

 

このコーナーでは、はもりあ四日市のスタッフが、本を読んだ
り、映画を観たり、お話しを聞いたり、また、日々の生活の場面
で感じたことを綴っていきます。 もちろん、『男女共同参画』の
視点   を通してね。 

 

 
皆さんは、「マタハラ」という言葉・意味を知って

いるでしょうか。「マタハラ」とは、マタニティ・ハ

ラスメントの略称で、働く女性が妊娠・出産を理由に

解雇されたり、精神的・肉体的な嫌がらせを受けたり

することで、「セクハラ」「パワハラ」とともに、働く

女性にとって悩みとなる3大ハラスメントと言われ

ています。 

 働く女性に対するインターネット調査では、マタハ

ラの認知度は6％しかなく、その一方で回答者のうち

の25％が実際に被害にあっていることがわかりまし

た。（働くみんなのマタハラ手帳より） 

 マタハラだけが理由ではないですが、現状、妊娠や

出産を機に約6割の人が退職しており、仕事を続けた

いと考えながらも、やめざるをえなかった方が数多く

います。（働くみんなのマタハラ手帳より）法律や制

度だけでなく、周囲の理解や協力が不可欠です。妊

娠・出産・育児を行いながらもいきいきと安心して働

くことができる環境づくりを行っていくことが大切

です。 

今月のキーワード 

マタハラ 

平成2６年6月１３日から平成2７年2月１9日まで、市内の保育園、
幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、学童保育所等合わせて３９カ所で、
５６講座、3,464人に受講していただくことができました。 

講師には、保育園・幼稚園・小学校は四日市人権擁護委
員協議会（会長：上野尚子さん）の皆さん、中学校・高校・
大学は三重県男女共同参画センターの派遣講師、また受講
対象に合わせ、伊田 広行さん（DV加害者教育プログラム、
NOVO主催）と、多彩な方々をお迎えしました。 
 
●●●●●●受講しての感想（担当者から）●●●●●●●
◆中学 1・2年生対象講座では… 
中学校で、デート DV 防止の学習は実施する必要があ
ると強く感じていたので、思春期で異性に興味や関心
が高まってくる時期に、相手も自分も気持ちよく付き
合うために、どうすればよいか考えることができたこ
とは、今後につながっていくと思います。 

◆中学校 3 年生対象講座では… 
DV は、決して遠いところの話ではなく身近に起こり
うることとして、実感できたのではないかと思います。

◆高校 生徒対象講座では… 
講師先生の独自の資料を用意していただき、また生徒
たちが、興味を引くような技法で集中して聞くことが
できました。 

◆大学 学生対象講座では… 
「ジェンダー論」の授業で、DV を取り上げる予定で
すが、今回の話を前提として内容を深められるのでは
ないかと思っています。 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はもりあ四日市で貸出できます！！ 

○●◎あとがき◎●○  

はじめまして！この4月より男女共同参画センターの嘱託職員として勤務させていただいております 

磐梨(いわなし)です。情報紙「はもりあ」を担当させていただくことになりました。 

いろいろ役立つ楽しい情報紙をお届けできるようにがんばりますので、どうぞよろしくお願いします。  

    

☆四日市友の会の“お母さん塾２０１５”～幼児の食事と生活リズム～  
子育てって、悩みが尽きないものですよね？！ 
親子で気持ちよく生活するためのヒントがここにあります！！ 

５月１３日(水)四日市会場   所四日市市文化会館 第 4ホール 

5月２０日(水) 桑名会場     所桑名市民会館 ３階大会議場 

    時１０：００～１１：４５(受付９：２０～)   

費４００円（茶菓子代）  定員各会場40名 

託託児有 １人３００円(１歳以上、要予約)☆軽食として手作りパンがつきます 

 (１歳未満のお子様はご一緒に会場へお入りください) 

問四日市友の会 090-4440-3162（杉浦）、090-7675-5922（伊藤）まで 

 

☆子育ておしゃべり会“だめママクラブ”「きれいでいるってどういうこと？」 

    ５月２７日(水) 
時１０：００～１２：００ 費３００円(茶菓子代) 所はもりあ四日市 こどものへや 

他予約不要 お子様連れでどうぞ。駐車場の必要な方はお問い合わせください 

問子育てグループままたまご 090-3422-5087（豊田）、090-6091-8581（北川）まで 

 

☆第１１回出前名作映画上映会「シャレード」(吹き替え) ～「男の囲炉裏端」の会 分科会～ 

6月 18日(木)  

    時開場９：４５上映１０：００～１２：００ 所四日市市総合会館３階 社会適応訓練室(南側) 

        他申込み不要ですが座席数５０席 先着順です 費無料  

    問電話/FAX０５９-３４６-２９０３(志田) ホームページ男の囲炉裏端の会 検索 

登録グループイベント情報 

 

 

 

新刊コーナーからおすすめ図書の紹介 

失職女子 WAVE 社   大和 彩・著 

１００社連続不採用、貯金ゼロ。 

ホームレスになるかもしれない・・・。 

でも私は生きていたい！ 

現役の生活保護受給女子による貧困の 

リアルとサバイバル術。 

しげちゃん 金の星社  

室井 滋・作 長谷川義史・絵 

ねぇ、みんなはじぶんの名前って好き？ 

えっ わたし？ わたしはねぇ・・・ 

女優の室井 滋さんがご自身の名前にまつわる

ユーモラスなエピソードをつづった絵本。 


