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男女平等参画社会キャッチフレーズとシンボルマーク 

なくそう 

「男だから、女だから」 

「アバンセ」… スウェーデン語の avancera、

avancemang（「自ら進む、前進する」「助長、増進、

振興、推進」という意味）から、男女平等参画にすすん

で取組むという思いが込められています。 



 

  

2001 年度より、女性と男性が共に創り上げていく新しい時代の形成に向け、従来の慣習や通念にとら

われることなく､お互いの人権を尊重しつつ､個性と能力を発揮して､自分らしく生きやすい男女平等参画

社会を目指して開催しています。市民ニーズを取り入れたセミナーとなるよう、運営ボランティアや参加

者の声を聞きながら企画を立てています。最近は、男性の参加者も増えてきています。 

 

 憲法を学び、ビールを飲むようになり、自分らしく振る舞う、“反抗・抵抗”が憲法

のイメージに。三浦綾子の『母』の小林多喜二の言葉を通して、憲法の男女平等観、

誇りや尊厳ある存在としての男女の恋愛観・人間観をみる。 

そもそも憲法とは何か。国民が国家に権力を授けるとともに、国家権力を縛るため

の法が憲法。最高裁違憲判決の具体例を取り上げる。ベアテ・シロタが力を尽くした

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

奥野 恒久さん 

（室蘭工業大学准教授） 

24 条の意義とともに限界も。戸籍や冠婚葬祭にみら

れる旧習、女性だけに設けられている再婚禁止期間、

夫婦同姓原則など。 

国の政治目的は、一人ひとりが自由に自分らしく生

きていくようにすること。13 条の生命・自由・幸福

追求権、14 条・24 条の統一的な解釈によって、男女

役割分担論などさまざまな問題を解決していくこと。

参参加加者者のの感感想想  

  

・憲法が身近なものに。 

・男女共生の視点から憲法を学

ぶことができ良かった。 

活発な質疑応答も。 

・熱いメッセージをこれからも

シリーズで是非。 

 

 

 「鉄鋼の街」室蘭に木造長屋の社宅が立ち並ぶ中で暮す女たちが鉄鋼労働者の男と

子どもを守り支えつづけたことを忘れてはいけない。戦時中には空襲と艦砲射撃の恐

怖の洗礼を受け、日鋼労働争議の渦中では守られたはずの生活基盤の消滅の危機を経

験することになった。彼女たちの生きた昭和が戦争から平和への転換の中で、生き方

を変えざるをえなかった。いずれも理不尽に降りかかった災難で、自ら命と生活を守

 
 
 
 
 
 
 
 
 

久末 進一さん 

（地方史研究家） 

ろうとする彼女たちの本能的な自衛の戦いがあった。

戦災から 60 年、争議から 50 年以上の歳月が流れ

たが、現在まで生き抜いた彼女たちには、戦時・戦後

の生活の記憶を風化させることなく、誇り高い庶民の

魂を持ち続けて、鉄の街で力強く生きてもらいたいと

思う。 

参参加加者者のの感感想想  

  

・戦争と日鋼争議時の女性の心

の糧になっているのは、命を守

る、家庭を守ることと知り、自

分も軸がゆるがない生き方を

したいと思った。 

 

日常生活や社会生活には物理的・心理的なバリア（障害）がある。世界には、文化・

伝統・政治・経済・宗教・人種や部族間・情報操作・価値観・性別など様々なバリア

がある。カウセリングを通して気づいた意識のバリアは、「グループ志向で個を出さな

い。私さえ我慢すれば、仲間はずれや孤立するよりはまし。家族や親しい友人に本音

をはかない」など。日常の何気ない言葉にもみられる。例えば、「男の赤ちゃんに青い

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

神代 たみさん 

（高齢者福祉カウンセラー） 

産着を。男のくせに泣くんじゃない。もっと女の子ら

しくしなさい」「母は食事作り、父は週末ゴルフ」「介

護は女性」など。 

社会を取り巻くバリアに気づき、取り除きたい原因

と改善の方法を考え、自分の思いを家族や親しい友人

と話し合い、自信と誇りが行動となるようにしてほし

い。 

参参加加者者のの感感想想  

  

・世界の差別について「知らな

かった」の一言。 

・人との違いを認め自分の考え

をもてると良い。  

・心に深くしみる話で本音で家

族と話していこう。  
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男女共同参画に向けて社会が変わってきたのは 1975 年の国際婦人年以後である。

国連は 1979 年に女性差別撤廃条約を採択し、日本は 1985 年にこれを批准した。20

年以上経過し、男女共同参画社会基本法はできたがその社会はまだ実現していない。 

経済的には豊かであるが男女差別は根強い。具体的には国会議員や管理職に占める女

性の割合が少ないことや、働く女性の 7 割が第 1 子出産時に退職しており、子どもを 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

渥美 雅子さん 

（弁護士・女性と仕事の 

未来館館長） 

育てる環境が整っていない。しかし 10 年前に比べると

DV防止法ができるなど時間はかかるが確実に変わって

きた。これからは自らが市民社会を作っていくという意

識の醸成が求められる。 

最後に講談師 渥美右桜左桜として江戸時代のＤＶ被

害者救済の講談を披露した。 

参加者の感想 
  

・世界における日本女性の地位

が低いことに驚いた。 

２１世紀の社会は市民が創る

ことが大事になっていくこと

を具体的に学んだ。  

   
 

 

あなたの意識をチェックしてみましょう。 
男女共同参画社会に向け、私たちが自らの意思で

社会に参画し、社会を活性化していく課題と解決方

法を見出す機会とするための交流推進フォーラムが

あり、室蘭から 3 名が国立女性教育会館で学んでき

ました。 

 6 つのテーマと 80 のワークショップがあり、全

国から約 1,600 名が参加し（男性の参加も年々増

加）そのパワーには驚きと感銘を受けました。 

 女性の意思決定過程への参画は遅れており、国際

的にみても低水準のため、男女共同参画推進本部が

加速プログラムを決定しました。 

①意識の改革（各界トップ・組織の管理職・女性自身） 

②仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

③女性の能力開発・能力発揮に対する支援等 

多様性に富んだ活力ある社会実現に向けて2020

年迄に指導的地位に女性が占める割合を少なくとも

30％にするとの目標を掲げています。 

室蘭市においても目標と現状は程遠いものがあり

1．男性が洗濯物を干したり、スーパーで買い物

をする姿を見ると、気の毒だとか、格好悪いと

思う。 

2．子どもは女の子なら優しく、男の子ならたく

ましく育てる方が良いと思う。 

3．親が寝たきりになったとき、その介護は、娘

や嫁などの女性がする方が望ましいと思う。 

4．女性は家庭のことをきちんとしてから、仕事

に就く方が望ましいと思う。 

5．たとえ共働きでも、家庭の用事ができた時に

は、まず妻が対応する方がいいと思う。 

6．細やかな仕事や、会議の資料の準備・整理な

どは、女性の方が向いていると思う。 

7．町内会やＰＴＡ等の会長には、女性より男性

がなる方がまわりの人も信頼できると思う。 

8．会合での席順で、男が上座、女が下座に座る

ほうが、自然なことだと思う。 

9．「女の子だから」「男のくせに」と言って、子

どもをしかったことがある。 

10．学校行事へは、母親が出席すれば十分だと思

う。 

 

はい  いいえ

 

 

□ □ 

 

□ □ 

 

□ □ 

 

□ □ 

 

□ □ 
 

□ □ 
 

□ □ 
 

□ □ 
 

□ □ 
 

□ □ 
（豊川市 HP より）

ますが、学習してきた

ことを今後の活動に活

かしていきたいと思い

ます。11 月 13 日に

は報告会が開催されま

した。 （高橋勝子）

 

＜判定結果＞ ☆｢はい｣の数は何個でしたか？ 

   
「さわやかなそよ風」型 

０～３個の人 

自分を大切にするように、まわり

の人へも思いやりを持って接するあ

なた。だれもが輝く日々を送れるよ

う、多くの人へ、あなたの考えを伝

えてください。 

「春を待つ木枯らし」型 

８個以上の人 

従来の慣習やしきたりにしばられ

がちなあなた。「男らしさ」「女らしさ」

で区別せず、「私らしさ」で考えてみ

ませんか？きっと新しいあなた（自分

らしさ）が、見えてくるはずです。

「変化を告げるつむじ風」型

4～７個の人 

さまざまな場面で、少し変だなと感

じるあなた。ささいな疑問にも立ち止

まり、もう一度、考えてみよう。小さ

な積み重ねが、住みよい男女平等参画

社会をつくります。 
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男女共同参画週間を記念し、ミンクール男女平等参画推進プラザ利用８団体が共同で開催します。 
 

幸せに背を向けて静かに

生きようとする被爆女性

と、その娘を励まそうとす

る父親の幽霊。名匠・黒木

和雄が、人間の尊厳と反戦

の祈りをうたいあげた作品

です。この作品で、宮沢り

えはキネマ旬報主演女優賞

を受賞しました。 

日 時  ６月 23 日（火） ２回上映 ①13：30～ ②18：30～ 

場 所  室蘭市市民会館ホール 

入場料  100 円（資料代） チケット販売は 5 月下旬予定 

問い合わせ先  生涯学習課（22-5081）    

実行委員会  胆振地方男女平等参画センター利用者連絡会、自主学習グループ嵐

山の会、新日本婦人の会室蘭支部、男女平等参画をすすめる会えんぱわーメイ

ト、北海道栄養士会室蘭支部、室蘭市食生活改善推進員協議会、室蘭市女性団

体連絡協議会、室蘭市男女平等参画推進市民会議 

 生涯学習課 

 22-5081 

＜情報誌編集委員＞ 

内容：年２回発行（９・３月） 

   企画、取材、資料の収集、原稿作成、レイアウ

ト、デザイン等 

 編集会議：月 1～2 回 

 募集人員：10 人  

任期：２年 

＜セミナー運営ボランティア＞ 

内容：前期・後期各３回開催 

企画（講座内容・講師選定・プログラム・チラ

シ）、運営（受付・会場設営・写真撮影）等   

運営会議：月 1～2 回 

 募集人員：10 人  

任期：1 年 

                 

プラザでは、男女平等参画関連の図書・ビデオ・ＤＶＤを用意しています。企業やグループなど団体での

勉強会や研修会、家庭や地域での身近な取り組みのきっかけにぜひご利用ください。 

◆ プラザ図書のご利用案内 ◆ 

 

場 所   ミンクール男女平等参画推進プラザ内 

貸 出 ・ 返 却   毎月第１金曜日（10 時～12 時）

貸 出 期 間   １ヵ月 

図 書 貸 出 冊 数   ２冊  

ビデオ・ＤＶＤ貸出   ２巻  

※本人確認できるものが必要です。 

◆ プラザ貸出ＤＶＤ ◆   多数あります 

  

『ワーク・ライフ・バランスを知っていますか？ 

～働くオトコたちの声～ 』         (28 分)

『明日への道しるべ  

～まちづくりにかける元気な女性たち～ 』 (60 分)

『評 議 ～裁判員制度広報用映画～ 』       (62 分)

『裁判員～選ばれ、そして見えてきたもの～ 』 (69 分)

  

    

『逸子さん、僕が主夫します 競艇のグレートマザーに恋して』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
日高邦博著  

中日新聞社 

旅行専門学校で一緒だった妻に6回もプロホーズらしき行動を起こ

したにもかかわらず妻には通じず、卒業と同時に別れてしまった二人。

数年後に再会した時、彼女は人気№1 の競艇のレーサーでした。結婚

して子どもを授かった時、妻は選手をやめることが出来ない状況にあ

り、必然的に夫が主夫になった。話し合って決めた現在の生活は、男

女平等参画という難しいことではなく、その時の事情に合った生き方

をしている。夫婦のユーモアと愛情いっぱいの一冊です。 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

関連図書コーナー 

 ～ 編集後記 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
普段何気なく使っている言葉も 

男女差別の言葉であることを共生 

セミナーで知りました。情報誌を 

作りながら色々なことを学んでい 

こうと思います。（K） 

私たちと一緒に紙面づくりをし 

てみませんか。詳しくは右記まで。  

市立室蘭図書館で見つけたオススメの一冊
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図書・ビデオ・ＤＶＤの貸出し 

プラザ祭 2009「父と暮せば」上映会のお知らせ 

情報誌編集委員と男女共生セミナー運営ボランティアを募集しています。 

発行日 2009 年 3 月１日 

発  行 室蘭市教育委員会生涯学習課 

〒051-0016 室蘭市幸町６番２３号 

TEL   0143-22-5081  

FAX   0143-22-6601 

企画・編集 室蘭市男女平等参画情報誌編集委員

 


