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「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。 

梅雨入りも近くなりました。６月の連携映画祭を皮切りに、はもりあの事業もどんどん始まります。今年

度も、女性のエンパワメント、子どもへの理解のための講座と共に、男性への理解という講座も実施してい

きます。女性活躍という視点からも「ワーク・ライフ・バランス」が注目されていますが、女性の意識だけ

でなく、男性の意識改革を進め、家庭、職場、地域などあらゆる場面で男女が自由に活躍できる社会を目指

して、はもりあは事業を進めていきます。 

 

 

【日時】平成 28 年６月 25 日（土） 

13:30～15:35 (開場 13:00) 

13:30～プレトーク  

【会場】四日市市文化会館第２ホール  

【定員】590 名 

【料金】無料ですが、整理券が必要          

 ※整理券は、はもりあ四日市・市民生活課・ 

  あさけプラザで配布しています。 

【託児】無料：６カ月～小学校 3 年生程度 

   ※先着 15 名程度・要申込み 

    申込み〆切６/15(水)      

【お申し込み・お問い合わせ】           

    託児をご希望の方、お問い合わせは、 

    「はもりあ四日市」まで。 

ポップな印象があり、親しみやすく感じます。（記事担当者より） 

 国は、「第 4 次男女共同参画基本計画」のなかで、男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備

を改めて強調し、「男女共同参画に関する認識や理解を深め、定着させるための広報・啓発活動を

積極的に展開する」としており、平成 32 年までに「男女共同参画社会」という用語の周知度を

１００％にする、という目標を立てています（平成 24 年における「男女共同参画社会」の周知

度は、男性は 66.3％、女性は 61.3％）。男女共同参画週間は、「男女共同参画社会」を広く伝え、

目標達成に向けた良い機会として、国をあげて様々な啓発活動を行っています。 

 四日市市では、この週間にあわせ、映画上映会を、男女共同参画を視覚的に理解してもらうこ

とを目的に行っています。今年で開催 10 年目になるこの上映会は、無料ですが、整理券が必要

です。数に限りがありますので、お早めにお申込みいただき、ぜひお越しください(^^)v 

 

広報よっかいち 6 月上旬号にも、男女共同参画週間の記事がございます。ぜひご覧ください！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」は、８月１日で開設２０周年を迎えます。 

そこで、２０年間のあゆみを振り返ると共に、これからの男女共同参画社会に向けて、市民や事業 

者のみなさん、行政がどのように連携していけるか、何に取り組むべきかを考えるきっかけとして、 

基調講演とパネルディスカッションを企画しています。 

   

   【開催日時】８月６日(土)  １３：００～１６：００ 
  【場  所】 本町プラザ １階ホール 
   

※詳細につきましては、広報よっかいち６月下旬号でご案内いたします。 

  
料理を基本から学びたいと思っている男性のための料理教室の参加者を、現在 

募集中です。参加ご希望の方は往復はがきに講座名、氏名、住所、電話番号を 

ご記入のうえ「はもりあ四日市」まで。６/１４（火）必着 

 

【開講日時】時間はすべて９：３０～１３：００ 

              第１回 ７月２日(土)    和食 

              第２回 ７月９日(土)   中華 

              第３回 ８月２７日(土)  洋食 

              第４回 ９月３日(土)     おもてなし料理                    

            【定  員】12 名 

(初めて受講される方が優先、応募多数の場合、抽選です。) 

                      【参加費】４回通しで３，５００円(初回に集めます)     

募集中 

男性のみ 

男女共同参画に関する 写真・絵手紙・川柳 を募集します。 

【募集テーマ】  あなたが思う『男女共同参画』 

【募 集 期 間】  平成 28 年 7月 29 日（金）午後 5時 15 分必着 

【募 集 企 画】  【写 真】四切り（現物）【絵手紙】はがきサイズ（現物） 

         【川 柳】指定なし（打ち変えて展示します） 

【応 募 資 格】  四日市市に在住・通勤・通学する方 

【応 募 方 法】  名前（ペンネーム可）、年齢、性別、連絡先、作品タイトル（写真のみ）を 

         添えて、持参・郵送（応募者負担）で、はもりあ四日市まで 

【展 示 期 間】  平成 28 年 8月 2 日（火）から 12月 27 日（火）まで 

【そ の 他】  詳しくは、四日市市ホームページ、はもりあ四日市ホームページ掲載の 

         「男女共同参画に関する作品 募集要項」をご覧ください。 

【お 申 込 み   はもりあ四日市（連絡先は、裏面下段をご覧ください。） 

お 問 合 せ】   
  

「はじめての台所＆ちょこっとさんかく教室」 
 

「はもりあ四日市」２０周年記念事業 
 



 
 

 

 

ひとりの女性の問題を福祉の
分野を含めトータルに把握
し、途切れのない対応・支援
ができます。（ワンストップサ
ービスによる、本人負担の軽
減） 

男性の出入りが、市役所と
比較して少ないため、女性
が相談しやすい場所となっ
ています。 

フェミニスト・カウンセリ
ングの知識や技術を生か
した相談を行うことがで
きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成５年に女性課（現：男女共同参画課）がスタートした時点から設

置されている相談室では、一貫して『ジェンダーの視点、生活者の視点』

を持って相談を受けることを念頭に置いています。 
 

※ジェンダー：女性・男性に関する性の区別の中で、「女らしさ、男らしさ」といった、社会的・文化的に決められてきた区別とそこから来る格差のこと。 

相談室開設当初は、１人の婦人相談員でスタートしました

が、業務が多忙を極めたため、平成１４年に１人増員し、平成

２３年２月からは３人の婦人相談員が、その業務にあたる体制

となりました。 

この２３年間相談室で発せられる、女性たちの抱える問題

は、個人の問題であると同時に、ここ四日市に生活する多くの

女性たちに共通する社会的な課題として受け止めてきました。

相談者が自分の問題、課題に立ち向かう力をつけ（エンパワー

メントする）、自分らしい生き方をするために、相談室として 

             何ができるのか、どのような支 

             援が必要なのかを考え、実行す 

             ると同時に、行政としての課題 

             を明らかにし、問題解決に必要 

             な施策につなげていく取り組 

             みも続けています。 
 

 

 「レスパイトケア」とは、乳幼児や障害児・者、
高齢者などを在宅でケアしている家族に、一時的
にケアを代替し、リフレッシュを図ってもらう家
族支援サービスのことを言います。 
今年度、本市のこども未来課では、「第２子以

降子育てレスパイトケア事業」を始めました。こ
れは、二人目以降の子を出産した人が、産後 6か
月以内（経過措置あり）に、上の子どもを認可保
育園の一時保育に預けた場合、利用料が 2回まで
無料になるサービスです。 
一時保育とは、就学前の子を半日または一日単

位で保育園でお預かりするサービスです。仕事や
冠婚葬祭など用事がある時だけでなく、リフレッ
シュしたい時にも利用できます。産後のケアや
“ちょっとリフレッシュしたい”時などに是非ご
利用ください。 
このサービスを利用するには、「保育無料券」

が必要です。こども未来課へ申請をして、まずは
「保育無料券」を手に入れましょう。申請できる
のは市内在住の方です。 
「保育無料券」の申請や、このサービスについ

て詳しく知りたいときは、こども未来課子育て支
援係（電話 354－8069）まで、お問合せくだ
さい。 
「保育無料券」を上手に使って、笑顔で子育て

を楽しんでくださいね。 

今月のキーワード  

レスパイトケア  
 
 
 
 
 
 
 

今回は私の住んでいる地域(市外です)のお話をしまし

ょう。年度が変わり私の住む地区の自治会でも総会が

開催され、総会資料が手元に配付されました。さてさ

て、今年お世話になる役員さんや組長さんは？と思い

役員・組長名簿を見ますと「えっ？＼(◎o◎)／！」 

自治会長さん含め１０名の役員さんのうち６名が女性

(ちなみに自治会長さんは女性です)、組長さんは１１名

のうち９名女性という構成ではないですか。地域でも

女性の参画が課題となる今日、私の自治会は時代の最

先端！！ともいえる女性の参画率。とはいえ、各自治

会をまとめる連合会という規模でみると役員さんのう 

ち女性は１５名中３名というまだまださびしい数字。 

女性活躍推進法も施行され、今後、さまざまな場での

女性の活躍が期待される中、自分たちの生活基盤であ

る地域でも意思決定の場に積極的に 

女性にも参画していただき、男性と 

女性が互いに意見を出し合い、協力 

しながら暮らしやすいまちづくりに 

つながればいいなと思います。      【Ｓ】                   
 

男女 
共同 

ああいい  

 

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。 

 



       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○●◎あとがき◎●○ 

 ５月からクールビズが始まり、ネクタイなしで仕事に励む松永です。ここ最近、暑い日が続き、夏がもうそこま

で来ているように感じます。夏は暑くて苦手ですが、この時期には、こどもや父と子向けの各さんかくカレッジや、

記念講演など楽しい企画が目白押しとなっています。皆さまふるってご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月１４日(土)、本町プラザ２階の第１会議室において、今年度の第１回「登録グループの 
つどい」を開催しました。当日は２４グループ３５人の方の参加をいただきました。 
つどいの前半は、昨年度さんかくカレッジ(市民企画)を企画したグループより発表をしてい 

ただき、その後、今年度の「はもりあ四日市」の 
事業について、また、さんかくカレッジの市民企 
画、はもりあフェスタのワークショップの企画募 
集について説明を行いました。 
つどいの後半では各グループの情報交換会を行 

いました。普段なかなか顔を合わす機会のないグ 
ループですが、お互いの活動や情報について意見 
交換をして時間いっぱいまで話に花を咲かせてい 

ました。                  【さんかくカレッジ(市民企画)の発表をするグループ】 
    
 

                         

 
 

 
 
 
キャリアコンサルタントがお聞きします。 
【対 象】市内在住、通勤、通学している女性 
【時 間】１６時～１９時（１回５０分までの個別相談） 
【場 所】四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」 
★予約優先です。 
 お電話またはメールにてお申込みください。 

  ㈱O－GOE（おーごえ）女性就労支援事務局 
電 話 ０５９－３２９－６６６４ 

      （平日９時～１６時） 
メール  support@miejo.net（終日） 

  ※氏名、電話番号、希望日時をお伝えください。 
★託児あり：希望される方は、申込み時にお伝え 

ください。 

 ★相談事業についてのお問合せは「はもりあ四日市」までお願いします。 

本事業は、四日市市から㈱O－GOE（おーごえ）に委託し運営いたします。 

【開催日】開催は土曜日の１６時～１９時です。 

６/４、６/２５、７/２、７/２３、８/６、 

８/２７、９/３、９/２４、10/１、10/22、 

10/29、11/5、11/26、12/3、12/24、 

１/７、１/１４、１/28、２/18、２/25、 

３/４、３/25 

 


