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今年も“三重県内男女共同参画連携映画祭”を開催します！      
【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～】 

三重県内の男女共同参画センターが連携して平成19年度からはじまった映画祭も今年で７年目に 

なります。今年は、5つのセンターと22市町が連携して県内各地21ヶ所で14作品を上映します。 

男女共同参画週間（6/23～29）にあわせ、連携して映画祭を行うことで、広域で男女共同参画の気運

を高め、広く啓発していこうとするものです。 
 
四日市市は、「 The Lady アウンサンスーチー ひき裂かれた愛 」を上映します。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アウンサンスーチーは、ビルマ(現ミャンマー)建国の勇士として暗殺後も国民から敬愛されているスー 

チー将軍を父に、父の亡き後インド大使となった女性を母に持ち、宿命のように民主化運動の嵐に身を投

じていきました。そして、彼女の軍事政権との過酷な戦いと民衆を魅了する強さ。さらに、彼女のビルマ

の民主化への強い志を支え続けたイギリス人の夫と息子たちとの強いきずなが描かれています。 

おりしも４月に最大野党「国民民主連盟（NLD）」の議長として来日、京大・龍谷大・東大と講演する

中で、「女性には政治的リーダーシップに加え、人を癒す力もある。女性の政治的役割は男性よりも広い。

女性の参画を通して社会を育み、人々が幸せを感じる新しい社会・政治環境をつくらねばならない。」と

語る言葉から、女性の政治参画がなかなか進まない日本が学ぶことは大きいと思います。 
   
 
● 「００７」のボンドガールでおなじみの主演のミシェル・ 
ヨーは、『ビルマ語』を完全習得するだけでなく、アウンサン 

スーチーさんの“しぐさ”や“なまり”までも研究しつくした 

とのこと、その熱演は圧巻です。 

● 映画の原題は「TheLady」、日本での公開は「The Lady ア 
 ウンサンスーチーひき裂かれた愛」となっていますが、「本当 

に彼女の愛は、ひき裂かれたのか？」映画を観てそれぞれ感じ 

ていただけたらと思います。 

● 映画案内冊子の結びに「映画のラストで終わらなかった物語 
 は今も続いている」と記されています。アウンサンスーチーさ 

んの来日により、この言葉がより実感のあるものとして感じら 

れ、ミャンマーの今後に注目です。 

２010 EuropaCorp - Left Bank Pictures - France 2 Cinéma 

「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。 

アウンサンスーチーさんが、4 月の来日中に、政治への女性の参画の必要性を力強く語っていたのが印象的でした。

今、私達が取り組んでいる「自治会への女性の登用」も、女性の政治参画への第一歩だと思っています。具体的に動き

出した地域もあり、これからどう発展していくか、ワクワクとドキドキでいっぱいです。今後の進捗報告にご期待ください。

「はもりあ四日市」の新刊図書 

「『自由』自ら綴った祖国愛の記録 」 

アウンサンスーチー著 柳沢由実子訳 
 

圧政下のミャンマーで、拘束されたまま

ノーベル平和賞を受賞したアウンサンス

ーチー自身が、軟禁状態から自由を勝ち

取るまでの記録を克明に綴る。彼女の葛

藤と闘いの日々を鮮明に知ることができ

る感動の書。 
 

日時 ７月６日(土) 13：3０～15：５0   
場所 四日市市文化会館 第 2ホール 
無料 ６／１～ 整理券配布        
託児有 無料ですが６／２２（土）までに事前申込が必要です

（６カ月～小学校3年程度 先着 15名程度） 
問合せ はもりあ四日市（TEL３５４－８３３１）まで

 



 ５月１１日（土）、２９グループから３４名が参加し、コーヒーや紅茶を飲みながら

和やかな雰囲気の中で登録グループのつどいを開催しました。５つのグループから、

昨年のさんかくカレッジの報告や今年度の“さんかくカレッジ”と“はもりあフェスタ”
の企画募集等についての説明の後、５つのテーブルに分かれ、グループ紹介や自分た

ちが男女共同参画を推進していくのに何ができるのかなど、様々なことを話し合って

いただきました。その後の発表では、「グループが企画し開催する講座への参加者数増

加の手法」「一人ひとりを元気付ける活動ができればよい」「他のグループと連携して

何かに取り組むことができるのではないか」など非常に積極的な意見も出て、第1回 

登録グループのつどいは参加された皆さまにとって有意義な交流の場になったと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・どちらも詳しい内容やお問合せ、ご相談は・・・ 

   男女共同参画センター「はもりあ四日市」 TEL 354-8331 FAX 354-8339まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 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、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、市民グループとしての自主

活動能力の向上を目指すことを目的に、登録グル

ープの皆さんから、講座の企画を募集いたします。

◆対象：男女共同参画センター「はもりあ四日市」

    の登録グループ 

◆募集数：４企画（3回以上の連続講座とします） 

◆募集期間：６月２９日（土）必着 

◆実施期間：平成2５年10月～平成2６年２月末まで

◆委託料：上限１５万円 

◆その他：プレゼンテーションは7月９日（火）です。

     応募グループは、必ずご出席ください。 

 

 

 登録グループ間の交流や、男女共同参画について考

えるきっかけづくりのイベントとして、「はもりあフ

ェスタ」を開催します。事業の企画運営は、登録グル

ープと行政とで組織する企画運営委員会で行います。

 

◎ワークショップ参加団体を募集中です。 

★対象：男女共同参画センター「はもりあ四日市」 

    の登録グループ 

★募集数：１２企画程度 

★募集期間：６月２９日（土）必着 

★実施期間：平成2６年２月７日（金）～９日（日）

★委託料：上限25,000円 

◎はもりあフェスタ企画運営委員も同時募集してい 

 ます。どなたでも応募いただけます。ぜひ私たち 

 と一緒に「はもりあフェスタ」を成功させましょう。

国は、「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日である平成 11 年 6 月

23 日を記念して、毎年 6 月 23 日から 29 日までの 1 週間を「男女共同参

画週間」と定め、様々な取組を行っています。男女共同参画社会基本法の目的

や基本理念について理解を深めることを目指して、内閣府ではこの週間に合わ

せて、毎年、男女共同参画を推進するためのキャッチフレーズを募集していま

す。今年度は「男女共同参画を推進する、特に、女性が様々な分野で活躍する

ことにより、日本が元気になることが伝わるようなキャッチフレーズ」を募集

し、応募総数3，290点の中から 

     
                       に決定しました。 

 女性と男性がお互いを尊重しあい、責任も分かち合う男女共同参画社会とな

るには、紅（女性）一点ではなく、女性ももっともっと社会のあらゆる場面に参画し、

その能力を発揮することが求められているということを表現した作品です。

６月２３日から２９日は 「男女共同参画週間」 です 

＜登録グループのつどいの様子＞



 
 

 

 

昼休みの時間もご利用いただけます。
女性のための電話相談 

火曜日から土曜日 9：00～16：00（祝日、年末年始は休み） 
（お一人 30 分程度） 

相談電話 ０５９－３５４－８３３５ 
 
より多くの女性たちに相談の機会を提供したい・・・という思いで、 
今年度より、週１回夜間の電話相談を始めました。 
☆ 市内に在住、または通勤、通学する女性が対象です。 
☆ 相談内容は、何でもかまいません。 ☆ 匿名でお受けします。
☆ 相談は無料です。   ☆ 秘密は厳守します。 

電話相談の後、ご希望や必要に応じて、面接相談におつなぎします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

男性相談員による 

男性のための電話相談 
毎月第２土曜日12：00～１５：00 

（祝日、年末年始は休み） 
☆男性からの相談を、男性の相談員が 
お聴きします。（お一人３０分程度） 

 

 

 安部内閣は成長戦略の中核として、少子高齢

化による労働力人口の減少を抑えるため、女性

の活躍を促進する内容を盛り込みました。その

目玉としてあげられるのが「３年間抱っこし放題

での職場復帰支援」です。 

 この制度は現在、最長 1 年半取得できる育児

休暇期間を3年間へ延ばすというものです。 

 この育児休暇期間を延長させるメリットは子

どもがある程度成長して子育てがひと段落した

後、改めてもとの職場へ復帰できるという事で

す。しかし、育児休業期間を３年にすることが

法的に約束されたのではなく、あくまで企業が

自主的に推進するということになっています。

長期の育児休暇取得者を増やすためには企業と

政府が連携を深め、育児休暇への理解を深める

取り組みを行うことにかかっているのではない 

でしょうか。それと同時に、この制度が女性の 

ためだけではなく男性の育児休暇取得を促進す 

るものでなくては意味があり

ません。是非、男女共同参画の

視点をしっかりもった制度と

なるよう、私たちも見守りたい

と思います。 

今月のキーワード 

3 年間抱っこし放題での職場復帰支援  
 
 
 
 
 
 
今回も、先月号に引き続き、私（39 歳男性）の子

育て奮闘記？を綴っていきたいと思います。 

先日、Ｒ君とＫ君の１０カ月検診を受けに、かかり

つけのクリニックへ妻と４人で行ってきました。平日

の昼間でしたので、仕事はお休みを頂きました。 

身長、体重、頭囲、胸囲を計ってもらい、医師の聴

診、問診を受けました。４カ月検診の時と同様に、日

に日に成長しているのはわかってはいたのですが、身

長や体重が増えているのを改めて数値で見ると、「育

っているんだなぁ」と実感します。ちなみに弟のＫ君

の方が400ｇ程重くてチョッピリ太めです。 

この日の検診には、私の家族以外に５、６組のご家

族がいましたが、男は私一人だけでした。「まだ今の

日本では、男が子どもの検診で会社を休むことが普通

ではないことなのかなぁ」と感じずにはいられません

でした。私自身はこの検診で、子ども達が順調に育っ

ていること、他のお母さんとの情報交換、また医師か

らの子ども達に関する質問に対し即座に回答できた

ことから、自分の子育てに少し自信が持てました。 

今後も、「R 君、K 君、お父さんはこれからも育児

に仕事に頑張るよ～ o(^-^)o」という思いで、自信を

持って子育てを楽しみたいと思います。 【担当：Ｙ】

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。 

男女
共同 

ああいい  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

○●◎あとがき◎●○ 

こんにちは！はもりあ四日市の清水です。 

大型連休が終わったと思ったら、もう6月です。最近は暑い日が続いていますね。 

暑い日を乗り切るために、今年は、我が家でもゴーヤのグリーンカーテン（植物のカーテン）に挑戦します。 

市内の公共施設で見かけるグリーンカーテン。これはレジ袋の収益金を活用した事業です。 

このレジ袋の制度の実施には、スーパー・商店街等の事業者だけでなく、1市２町（四日市、朝日、川越）の住

民の大きな働きと協力があったことも忘れてはいけないと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

はもりあ四日市に登録されているグループを紹介します。         

今回は                                代 表  杉村 信子   

                        さんです。  連絡先 059-321-4155 
 

家庭に居ると大きな声を出して歌う機会の少ない老若男女が、月１回 

集まって、子どもの頃歌った童謡、唱歌等をメインに、子どもや孫に残 

したい歌などを楽しく歌って１時間３０分を過ごしています。 

 

皆さんもぜひ一度立ち寄って下さい。 
場所：四日市市総合会館 ７階 

日時：毎月第２金曜日 １０時～１１時３０分   参加費：５００円／回 

登録グループ紹介 

申込不要、 
直接おいで下さい。

    

６月１０日(月) 教えて。店主さん！ ～～楽しいパン作り講座～～ 

アンパンマン風とちびまる子ちゃん風のパンなどを作ります。 

 時 13:00～16:00   所 本町通り商店街 お休み処  

 費材料代のみ５００円 定１６名（応募多数の場合は抽選） 

         申応募用紙に名前・住所・電話番号・駐車場利用の有無を記入し 

サントレーまで FAX（059-352-5982 ）又は持参して下さい。 

応募用紙は、はもりあ四日市にあります。 

主催：ほんまち絆実行委員会（四日市本町通り商店街新興組合＆子育てグループままたまご） 

 

６月１６日(日) 第６回 マジックの祭典 マジックはこんなに楽しい。 

        時 13:30～（1３:0０開場）  所 あさけプラザホール 

         費無料（はもりあ四日市に無料整理券おいてあります） 

同時、会員募集中！ 初心者大歓迎  

練習月２回 第１・３火曜日 所本町プラザ・なやプラザ 

連絡先 四日市マジック愛好会“楽＊楽” 小林（tel ０59-321-1687） 
                     （ラー・ラー） 

登録グループイベント情報 


