
室蘭市男女平等参画情報誌

Vol. １０（記念号）

20１２. ３. 1発行

※１『北海道家庭教育サポート企業等制度』（http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/sgg/kateisp/index.htm）

家庭教育を支援するための職場環境づくりに取り組む企業と北海道教育委員会が協定を締結し、北海

道における家庭教育の推進を図ることを目的とした制度です。取組内容は「職場の子育て環境づくり」

や「学校行事への参加促進」など家庭教育に関する６項目です。室蘭市では 3 月現在、９企業が登録

しています。

▲北海道家庭教育サポート企業等制度シンボルマーク

「女性の力、感じています。

文房具へのこだわりは、女性が強いですね」

Q 制度の登録へのきっかけはどのようなことだった

のでしょうか？

A 現在、室蘭市社会教育委員をしているのですが、社

会教育行政の方向と自分が考えている会社組織のあり

方と同じ方向でしたので、昨年1 月に登録しました。

Q 会社構成は？

A 現在、職員は男性 8 名女性10 名です。定年は６５

歳。女性も勤続年数（約 30 年）が長く、ベテランにな

ってきており、店長・副店長・課長は女性が担っていま

す。商品に関してはもちろんですが、仕事の気付きや接

客会話等の研修も行っています。人材の配置では一人が

抜けても、みんなでカバーしあえるような、かばいあう

組織にしたいと考えています。

Q 子育て支援策は？

A 産前産後・育児休業制度を奨励しています。今、活

用している人はいませんが、過去に私のパートナーも当

社で育休を取り、職場復帰しました。参観日など家庭や

子どものために使用する休暇等をとりやすくし、周りの

人が支援する組織のあり方を検討しています。また、年

１回は家族交流として子どもも含めた焼肉会を開催し、

親の働いている職場や同僚を知ってもらっています。

生活リズムの向上や家庭の「早寝・早起き・朝ごはん」

について、その大事さを折に触れて従業員に話していま

す。しかし、「家庭の躾の違い」などもあり、難しい課

題ですね。

Q 最後に、これからの抱負をお聞かせください

人口減でなかなか元気の出ない室蘭にあっても、商品

に対してのアドバイスや、楽しい店作りなど他業者との

差別化を図りながら、足を運んでもらえるようなお店に

していきたいと考えています。

と話していただいたのは、

室蘭市で創業９４年の歴史ある「平林紙店」代表取

締役社長・平 林
ひらばやし

滋
しげ

明
あき

さん（４４歳）。

今回は、北海道家庭教育サポート等企業（※１）に登

録し、「男性、子供にとっての男女共同参画」となる「学

校行事への参加促進」や、「生活リズム向上の取組み」

にも力を注いでいる内容についてお聞きしました！！



平成２３年度の

受講者の声

男女平等参画意識の啓発の一環として、男女共生セミナーを年6回開催しています。

平成23年度は、２０１１年８月～２０１２年１月まで開催しました。（※８月開講講演会はVol.9に掲載しています）

９月３日（土） パネルディスカッション

「地域で子育て、みんなで子育て」
コーディネーター：南木 和子さん

（社会福祉法人室蘭福祉事業協会保育部長）

パネリスト：余語 奈穂子さん

（室蘭市青少年健全育成推進協議会母親クラブ部部長）

パネリスト：山中 晴美さん（子育てサロン「ときわサロン」代表）

パネリスト：副島 由衣さん（子育てサークル「ちびたっち」リーダー）

子育ての現状と課題とは。

子育てサロンや子育てサ

ークル、母親クラブに所属

する３人のパネリストの

方によるパネルディスカ

ッションを行いました。

１０月８日（土） トーク＆ディスカッション

「室蘭の女性の歩み」
講師：菅原 揖子さん（室蘭女性史研究会「蘭灯」会長）

パネリスト：及川 寿眞子さん（元･入江町会会長)

パネリスト：時田 昭子さん（室蘭市女性団体連絡協議会会長）

コーディネーター：山本 美栄さん（生涯学習コーディネーター）

室蘭の女性医師、ライ

オン先生と呼ばれた高橋

ハルさんの人生について

の基調講演の後に、各団

体等で活躍されている女

性に今までの活動とこれ

からの活動について語っていただきました。

１１月１９日（土） 後期開講講演会

「もっと素敵にワーキングライフ」

講 師： 内海 房子さん

（独立行政法人 国立女性教育会館 理事長）

国立女性教育会館の理事長によ

る、自身の体験談。女性活用に

必要な３つの“き”とは、女性

リーダーに必要な３つの“Ｃ”

とは。日本の男女共同参画の現

状はどうなっているのか、お話

ししていただきました。

１２月１０日（土） 報告会

「男女共同参画社会への展望」＆

「災害と女性」
第１部報告者：平成２３年度三市合同女性国内派遣研修室

蘭市参加者

第２部報告者：野原 ひろみさん、藤本 紀子さん

（NPO法人ウィメンズネット・マサカーネ）

第１部は三市合同女性国

内派遣研修の室蘭市参加

者による報告会。第２部

は被災地支援に行かれた

方々による報告会。

１月２１日（土） トークセッション

「ガールズの元気なマチづくり」
コーディネーター：白川 皓一さん（ＮＰＯ法人『羅針盤』代表）

パネリスト：古屋 ひかるさん

（室蘭まちづくり放送株式会社 パーソナリティ）

パネリスト：西山 佳奈さん （Colle dE SHOW代表）

パネリスト：榊原 歩さん、栗橋 優子さん（Kimamalk代表、副代表）

女性はどのようにまちづくりにかかわっていくのか。

実際にまちづくりを行

っている若い世代の女

性をパネリストに迎え、

トークセッションを行

いました。

※詳しい日程等は広報むろらん7月号掲載予定です

（道民カレッジ連携講座）

8月 開講講演会

講師 清末 愛砂 さん（室蘭工業大学准教授）

＊室蘭市男女平等参画推進市民会議 共催

9月
基調講演と
トークディスカッション

講師 藤井 幹久 さん

（株式会社室蘭市民斎場雲上閣代表取締役）

＊室蘭市悠悠ライフ教養講座 共催

10月
女性国内派遣研修報告会と
ミニ講演会

講師 横山 千枝子 さん（室蘭更生保護女性会会長）

３人が自分の人生の生き方をしっかり

見ているのかわかり、感動しました。

（６０歳代・女性）

地域における子育ての関わり方に

ついて勉強になりました。

（５０歳代・女性）

・企業の中での女性の地位・状況が

とてもよくわかり、課題・問題点が

感じとれる話であった。

（７０歳代・男性）

・内海先生の民間でのキャリア・経験に基

づくお話しに勇気づけられました。

（４０歳代・女性）

しっかりした若い人の意見、行動、

活動が感動しました。

（６０歳代・男性）

・それぞれのワークショップの取り組

み方が良いと思いました。これからの

生活に今の経験を活かしていただきた

いです。（６０歳代・女性）

・避難所での男女の違いが具体的に分

かり、「そうなのか」と考え込まされた。

（７０歳代・男性）

２



2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災から、早くも１年が過ぎようとしています。

震災当時、室蘭市では大津波警報が発令されました。幸いにも津波による人的被害はありませ

んでしたが、ホタテ養殖等の漁業では約２億３７００万円の被害がありました。

これまで、室蘭市の震度 1 以上の地震発生件数は、年平均 6 回程度であり、太平洋沿岸の地域

と比較しても少ない地域です。しかし、昨年は震災の影響もあり、過去最高の４８回を記録しま

した。また、震度では震度４が最高（北海道南西沖地震など）で 1926 年以降 6 回、震度 3 が

37 回（3 年に 1 回の割合）記録されています。

この看板、あなたは目にしましたか？

室蘭市では東日本大震災以後、海抜標高調査を実施し、居住地域の海

抜（標高）の把握や津波避難時の参考とするため、標高を明示した看板

を市内２０７ヶ所に設置しました。

今後、地域防災計画の見直しを行う予定であり、現在は、ハザードマ

ップの見直しを図っています。

地域・女性視点からの防災を

地域住民が「自分たちの地域は自分たちで守る」という自覚、連帯感に基づいて、自主的に結

成する組織を「自主防災組織」といい、室蘭市の組織率は３２町会(2012 年 12 月末)で全体の

25.1％です。

災害が起きたとき、わたしたちはどう対応すべきでしょうか。

最初の３日間は救援や支援が届かないことを想定、普段から非常持出品等を用意し、地域のコ

ミュニティを活用して、絆、連携づくりを行い、災害被害を最小限に抑える取組みが必要です。

また、防災には女性の意見を反映させる仕組みづくりが重要です。災害時の避難所には、男性・

女性のニーズに応えるため、男性と女性の責任者を置き、安全な男女別トイレ・更衣室や「女性

専用(着替え・授乳・育児のため)スペース」等、女性や子育てに配慮した安心・安全な避難所の

検討も必要です。避難所では「女性と子どもはひとりでトイレにいかないで」という注意書きが

あるように、女性に対する性犯罪や配偶者間暴力等を防ぐためにも相談窓口が求められています。

被災地で支援活動に参加されたＮＰＯ法人ウィメンズネット・マサカーネ・野原ひろみさんは、

「わたし（女性）たちが率先して避難所の運営に参加しましょう！」と強調しています。

あなたも、男女共同参画の視点から防災を一緒に考えてみましょう。

日 時 ２０１２年６月２４日（日） 開場１２：３０ 開会１３：００（１５：３０終了）

会 場 室蘭市市民会館ホール 参加費 ３００円（資料代）

３

「室蘭市の男女共同参画を進めよう」と市民と行政で

一緒に始めた「プラザ祭」。この６月に５周年を迎える

のは素晴らしいことです。

東日本大震災以来、私たちはさまざまなことを自らに問い、考えてきました。

「人の絆」や「自然との調和」の大事さ、そして防災力を強めるには男女共同

参画社会の実現が必要不可欠だと知りました。

「プラザ祭２０１２」で、室蘭の男女共同参画をさらに前進（アバンセ）させ

ましょう。

詳しくは、

広報むろらん６月

号掲載予定です

▲開運公園（幸町１）

市立室蘭図書館向いの電柱



胆振地方男女平等参画センター（愛称ミンクール）にある「男女平等参画推進プラザ」を拠点に、

男女平等参画社会の実現を目指す公益的な活動を推進する団体です。

現在、プラザを利用するのは７団体です。私たちの活動を紹介します。

４

３月８日の国際女性デーは、国連が１９７５年

に男女平等と平和を基本とした国際連帯の日と

して設け、以後、世界各国で毎年開催されていま

す。室蘭における国際女性デーの取り組みは、こ

の趣旨に賛同する女性団体がネットワークをつ

くり、実行委員会形式で開催するようになり、今

年で１５回目となります。

新日本婦人の会室蘭支部は今年創立５０周

年です。１９６２年に５つの目的をかかげて結

成された、全国に支部のある個人加盟の女性団

体で、２００３年に国連ＮＧＯに認証されまし

た。室蘭支部では、毎年学校訪問や自治体交渉

を重ね、要求実現のため奮闘しています。昨年

の大震災や原発事故で被災者支援の募金活動

や、原発はゼロにと署名を集め、国や道に提出

しました。憲法改悪に反対し、いのち・暮らし

を守り、ジェンダー平等な社会をめざして活動

を続けています。

多様な生き方を認め合

い、人権に配慮した男女

平等参画社会の実現を目

指し、広域的な草の根で

の活動を行っています。

月例会での学習及び協働活動を通じて意識の醸

成を進めます。

胆振地方男女平等参画センター（ミンクール）

を利用している４０団体から組織されています。

昨年（平成２３年）結成２５周年を迎え、１１月

には学習、料理、文化部門の発表の場「フェステ

ィバル」を開催しました。これからもお互いに刺

激を受けながら、活動を深めていくつもりです。

私たちは、町会・自治会の婦人部と主旨に賛

同する女性団体で構成しています。地域活動の

促進、男女平等参画社会の推進、室女連組織の

拡充と他団体の連携・交流、ボランティアなど

を活動目標に、女性の能力を充分に発揮し、豊

かでぬくもりのある地域社会の発展に寄与で

きるよう努力しています。

私たちは、「室蘭市男女平等参画計画」を市民

の側から推進することを目的に活動している団

体です。2 か月に 1 回例会を開き、人権に関する

学習や男女平等参画に関する情報交換をしてい

ます。2 月には活動成果を広く市民と共有する場

を設けオープン例会を開催しています。また、基

本計画に関する提言を行っています。

毎年 9 月の「食と

健康のまつり」に

は、大勢の市民にご

参加いただき、会員

一同張り切って、身

体測定・喫茶軽食・

身体運動・レクダンスの対応をさせて頂いてい

ます。また、市健康づくり課と共同で行ってい

る健康教室・離乳食・マタニティ食の試食作り

は、手作りの美味しさを「見て、味わって実感

する」など、日々の食生活に生かす活動をして

います。



新春。胆振地方で活躍する女性作家１０人の絵画、彫刻、染織、陶芸の作

品展が室蘭市民美術館（※１）において開催された。

その中の１人、日本新工芸展で東京都知事賞を受賞した木村みちよさんの

「和染」着物、屏風の色に興味を持ち、市内の工房（※２）をお訪ねした。

経糸
たていと

と緯
よこ

糸
いと

の組み合わせからできている織物の世界。

パートナーお手製の手織機の前で、機織の音を聞きながらの作品作りに大

きな可能性と、偉大な「草木和染」、「手織紬」に挑む名人芸の姿をみた。

室蘭を含む西胆振地方は、他の土地に見られないような自然の宝庫だ

という。室蘭山麓から採取するエゾヤマザクラをはじめ、パートナーと

共に探し出す野山の「宝」は、みちよさんの目で確認され、室蘭岳の湧

き水と薪を使い、灰汁、明ばん、お歯黒（鉄）などで媒染する。化学薬

品を一切使用しない「和染」で染められた糸は、美しい、深みのある独

特の色合いを生みだしている。

人が美しい色を求め続けるのはなぜだろうか。

季節を待って咲く花に、土に深く伸びている根に、そして実る果実に、さらには樹皮の内側の肌に、と、ひそ

んでいる自然界の色素が汲み出される。棚の上から出した大きな箱の中からは、美しく染め上がった絹の糸が輝

きを増し、次の作品を待っているかのように見えた。秘蔵の色見本の貴重な手作りノートを見せて頂くと、日本

の伝統色が頭に浮かぶ。

「今までは着物を織ることが多かったが、これからはタペストリー、屏風など飾って見て楽しむ作品にも力を注

ぎたい」と、笑顔で話されていた。今後の活躍が楽しみである。

織りを通して人間の心の奥まで安らぎを与える不思議な力が、室蘭の大地から発信され、大きな感動を呼ぶ作

品が世界に向かって羽ばたいていく。パートナーと共に二人三脚で染織を行なう姿は、凛とした空気の中、あた

たかい感動を覚え、新年の幕開けにふさわしい一日となった。

５

※１ 室蘭市民美術館 北海道室蘭市幸町6－2３（室蘭市文化センター地階） 電話0143-22-1124

＜開館時間＞ 10時から17時まで ＜入館料＞ 無 料 ＜休館日＞ 毎週月曜日、祝日の翌日、年末年始

＜予 定＞ 3/6～11 北海道教育大学・室蘭工業大学合同企画展、3/13～18 ピノキオ幼稚園作品展、3/22～25 室蘭美術協会新人展

※２ 艸 滴 工 房（そうてきこうぼう） 北海道室蘭市港北町４－１３－４ 電話0143-55-3143

詳細はホームページ「染織作家 木村みちよの世界」 http://www.geocities.jp/mks2951/index.html

木村さんの作品 第2回女性作家展より（2012/1/4～22） ▲

国際女性デー２０１２むろらん講演会

パネルディスカッション 東日本大震災から１年

～避難所生活の実態と人権 そして希望～
＜パネリスト＞ 増川 拓さん（北海道みらい法律事務所 弁護士）

木村 早苗さん（日本赤十字社伊達赤十字病院 看護部看護師長）
清水 昌子さん（室蘭市保健福祉部健康づくり課主幹 保健師）

＜コーディネーター＞
野原 ひろみさん（NPO法人ウィメンズネット・マサカーネ理事）

＜日 時＞

2012年３月３日（土）１３：００～１５：３０

＜会 場＞胆振地方男女平等参画センター「ミンクール」2階大研修室

＜定 員＞1００名（当日参加可）

＜参加費＞５００円（会場費・資料代等）

＊託児有（事前にお申込ください）

＜申込・問合せ＞

国際女性デー2012 むろらん実行委員会事務局・藤本（23-4443）

２０１２年 国際婦人デー室蘭大会

講 演

パレスチナをめぐる＜記憶＞の物語

～故郷からの離散と他者による占領とともに

生きる女性たち～
＜講 師＞ 清末 愛砂さん（室蘭工業大学 准教授）

＜日 時＞

２０１２年３月１１日（日）

１０：００～１２：３０（開場９：４５）

＜会 場＞ 室蘭市中小企業センター 3階会議室

＜参加費＞

３００円（学生以下無料）

＊保育室あります（予約してください）

＜問合せ＞

新日本婦人の会室蘭支部（TEL/FAX ４３－４028）

▲手織機の前でほほえむ木村みちよさん



室蘭市 佐々木
さ さ き

秀
ひで

紀
のり

さん（主夫・６２歳）

今回は室蘭市男女平等参画推進市民会議の会員で、積極的に男女共生セミナ

ー運営ボランティアとして活躍しているベテラン・イクメンをご紹介します。

「育児を始めたのは１２年前。娘が３歳と２歳のときでした。『働く女性』のた

めの保育所づくりに夢を追い、やっと夢を叶えたパートナーに、よりいっそう

仕事に専念できるように一大決心をして専業主夫になりました。娘たちは今や

１５歳と１４歳の難しい（？）お歳頃にさしかかっていますが、娘との付き合いには自信があります」と話す

秀紀さん。『イクメン』という言葉が生まれるよりも前から、家事・育児に携わっていた秀紀さんは、当時とし

てはめずらしく一人っ子で育ちました。

「『男も仕事一辺倒だけでなく家事もできなくてはダメ』が口癖の母は、大工の棟梁の娘でした。周りにいた若

い弟子の話や、近所の陸軍師団にいた育ちのいい世間知らずの兵隊さんが、料理当番が上手くできずにいつも

殴られて泣いていたという話をよく聞かせてくれました。そこに母の子育ての原点があったのだと思います。

将来を見据え、体験を生かしての子育てが今の僕に生かされています」と原点を話してくれました。

また、小学生の時から料理の手ほどきを受けていた秀紀さんは、

「昔風料理は楽勝です。子育てに取り組んでからは、今時の洋風料理にもトライし、苦戦しながらもレパート

リーが増えてきています。今や娘の土・日の部活弁当づくりは、父の役割。これが張り切らずにいられようか。

さまざまな手作り弁当にもちろん娘は大満足。家事・育児に関われて幸せです」と話していました。

今回は、胆振地方男女平等参画センターで活動している料理サークル、女性の「すずらんサークル」と男性の

「ママジャマ会」にお話をお聞きしました。

皆さんの熱意を強烈に感じました。
頂いたレシピで夕食を作り、皆さんの笑顔を思い出していました。ありがとうございました。

私たちと一緒に「料理」を楽しみませんか？
詳細は、＜連絡先＞「すずらんサークル」斉藤（４５－２７８９）、「ママジャマ会」山崎（090-3774-3497）へ

６
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「すずらんサークル」（1 月 18 日取材）

きりりと髪を包み、エプロンを締める姿は年輪を感

じさせて頼もしいくらいです。月2 回の料理教室で、

今日の献立は「彩り丼、ししゃもの磯辺揚げ、アップ

ルパイ」。講師の説明が終わると班ごとに調理が始ま

りましたが、さすがに手際がよく、お料理が出来上が

ると洗い物もほぼ済んでいました。

・退職後から通っている。仲間と会えるのが楽しい。

覚えた料理は友人に届けたり送ったりして喜ばれて

いる。（85 歳、最高齢）

・子供たちが集まったときに習った料理を作ると珍し

がられて嬉しい。（70 代）

・旬の食材を使うのが身体に良い。たまに講師共々レ

ストランで味の研修をするのも楽しみ。（50 代）

「ママジャマ会」（1月 22 日取材）

色とりどりのバンダナやエプロン姿はやる気満々。

皆さんとても和気あいあいと会話あり笑い声あり。月

１回の料理教室で、今日の献立は「ご飯、ポトフ、骨

付き鶏の香味揚げ、龍の目揚げ、蒸しカステラ」。講

師の説明に熱心に聞き入り、班ごとに作業が始まる

と、水音や包丁の音、鍋のぶつかる音が広がりました。

・妻の体調が優れないので、覚えたい。普段も料理を

作っているが皮むきをピーラーでなく、包丁を使うと

ころが難しい。（６０代）

・自炊しており参考になる。（３０代）

・覚えた料理を家では作らないが、グループホームで

提供するとき、大変参考になる。（７０代）

・退職してから通っているが楽しい。子供たちが集ま

ったときに料理を振舞うと喜ばれる（６０代）


