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赤いジャケットをスマートに着こなした若々しいお姿

の三村美代子さんは、１９９６年まで市内の小中学校に教

員として勤め、共働きをしながら、子育てと北海道詩人協

会の活動をされ、２００７年から室蘭市港の文学館館長、

そして２０１２年から室蘭文化連盟（約９５００人加盟、半

数女性）の会長になられています。 

港の文学館は、市立室蘭図書館付属文学資料館として、

室蘭にゆかりのある文学的書物の収集・整理・展示を目的

として２５年前（1988年）に開館し、市が管理、ボラ 

ンティア団体室蘭文学館の会が運営する公立民営の施設です。文学館は平成25年度中に室蘭駅の横、旧

プロヴィデンス（室蘭市海岸町1丁目１－９。元レストラン。2008年に閉店）の建物に移転する事が決まり、そ

の準備でお忙しい中、お時間を頂きました。 

 「既存の建物ですが、今までよりも広くなるので、年に数回の文学的企画を開催したい。また、文化連

盟と協力して、文学・華道・書道等とのコラボレーション企画をするなど、大勢が集い、楽しく学べる場

所にしたい」と抱負をお聞きしました。 

また「文化不毛のまちと呼ばれた室蘭も、今では文学の

まちと呼ばれるようになった。私は『文化』というのは、

つながる縁だと思っている。表現活動は個性がいのちだが、

個人プレーはしてはいけない。全体の和のために協調の精

神も必要である。現在、会長の任を受けているが、役職は

女とか男とかの性別にとらわれず、誰がやってもスムーズ

に出来るよう任務を明確化し、個々に責任をしっかり持つ

ことが大切」と語られました。 

 
 
 

『室蘭市港の文学館』 

 室蘭市海岸町3-6-12 電話0143-22-1501  

（http://www.city.muroran.lg.jp/ 
main/org9440/bungakukan.html） 

港町特有の開放的で豊かな文学風土は、芥川

賞作家に八木義徳氏、三浦清宏氏、長嶋有氏を生

んでいます。そんな室蘭にゆかりの文化著名人が

記した原稿などを展示しています。あわせて室蘭

出身で活躍中の著名な文化人の展示コーナーが

あり、室蘭の文学に触れることが出来ます。 
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▲「いつの間にこんな年齢になったのか？ ７が２個

並ぶラッキーセブンのゾロメ」と語る三村さん  

http://www.city.muroran.lg.jp/


後期開講講演会 

 

２０１２年１１月１７日（土）開催  参加：４４名 

  講 師 ： 佐 川  光 晴 さん（作 家） 

北海道新聞に、コラ

ム「主夫のつぶや

き」を連載中の佐川

さんを講師に迎え、

生い立ちや作家に

なった経緯、屠殺場

で働いた経験を臨

場感交えて話して 

いただきました。また、主夫の視点から生活や、

家族・地域との関わりを具体的に話され、生の

『主夫のつぶやき』を楽しく聴くことが出来ま

した。 

 

報告会とミニ講演会 

 

２０１２年１０月２０日（土）開催  参加：５９名 

 第１部 報告者 ： 平成２４年度三市合同女性国内派
遣研修室蘭市参加者 

 第２部 講  師 ： 横山 千枝子さん 

（室蘭更生保護女性会 会長） 

第１部は、８月に開催した

室蘭・登別・伊達三市合同

女性国内派遣研修の室蘭

市参加者による報告会を

行いました。それぞれ市民 

協働やＤＶ、夜の街を漂流する若者への支援について、

発表しました。第２部は、北海道で第１号の婦人警官 

である横山さんに当時の室蘭

の様子や、補導した青少年へ

の接し方など警察時代の経験

を語っていただきました。ま

た、水引の伝承者でもある横

山さんから、「心付け」の折り

方のミニ講習を受けました。 

 

 

基調講演と座談会 

２０１３年１月１９日（土）開催  参加：４１名 

  講 師 ： 木村 みちよ さん、武久 さん 
 （染織作家 艸

そう

滴
てき

工房
こうぼう

） 

地元の草木を材料に和染めを行い、パート

ナーの武久さんお手製の手織機で、着物や

屏風、タペストリーなどの作品を手がけて

いるみちよさんに、草木に見る室蘭の自然 

や、夫婦の役割、あり方についてお話を聞きました。 

 

平成２４年度室蘭市男女共生セミナー レポート    （２０１２年８月～２０１３年１月） 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

基調講演とトークディスカッション 

 

２０１２年９月６日（木）開催 参加：１９５名 

  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） 

現在、家族葬が多くなって

きている傾向があり、この

形式のメリット、デメリッ

トがあることを分かりや

すく話されました。 

また、妻が喪主になれないことが多いなど、本州と

北海道の違いについて、家制度の名残りについても

話されました。トークディスカッションでは、葬儀

についての考え方などを話し合いました。 

 

基調講演とグループトーク 

 

２０１２年１２月８日（木）開催  参加：４２名 

  講 師 ： 小
こ

 番
つがい

  一
かず

 弘
ひろ

 さん 

（北海道男性介護者と支援者のつどい 事務局長） 

母と叔母を介護するため東京から札

幌に移り住んだ小番さんが、体験談

を交え、男性が介護する苦労や現状

を話されました。その後、講師も加

わり、グループトークを行い、地元

の男性介護経験者の体験を聞き、情

報を活発に交換しました。 

 

２ 

前期開講講演会 

２０１２年８月４日（土）開催  参加：４４名 

 講 師 ： 清
きよ

 末
すえ

  愛
あい

 砂
さ

 さん 

（国立大学法人 室蘭工業大学 准教授） 

民法の定める家族法につい

て、旧民法と新民法を通して

比較し、現在の新民法下で

も、旧民法の家制度は廃止さ

れたが、夫婦同氏、再婚禁止 

期間、婚姻年齢の男女差があることを分かりやすく話

され、民法改正の必要性を訴えました。 

 



 

 

 

２０１２年６月２４日（日）、室蘭市男女平等参画

記念事業として、シンポジウム「

ら」が室蘭市市民会館で開かれました

社会の実現を目指して活動している

ネット）が、毎年６月の男女共同参画週間

第１部に「男女平等参画の視点

千葉県知事であり、男女共同参画

堂本暁子さんに基調講演を行っていただきました

ネットワークの活動として①意思決定

画に女性の高齢者、障がい者など

として掲げ、2011年４月の復興構想会議

復興推進委員会（旧復興構想会議

また、避難所が男性中心の視点

偏るなどの問題点を挙げ「平常時

発揮する」と強調。当事者の声を

市民会議

長

理事長

を

無償労働

ールが

起

会組織とした防災計画について「

「地域の首長の判断、裁量が非常時

り込むことができると思う。現段階

ことだが、３人ないし４人に増員

軸とした様々な男女平等参画の取

 
 
 
 

被災女性たちが

震災発生から１

の姿を取り戻していく

の記録では表に

イノリティの視点

「津波ですべてを

じの光となった

品、自分のサイズに合った下着…被災女性

だったのか。被災女性や執筆者たちの

ないことを気づかせてくれます。女性

▲ 第２部のパネルディスカッション  

室蘭市男女平等参画プラザ祭５周年

「まちづくりと防災～人権の視点か

かれました。プラザ祭は、男女平等参画

ている室蘭市内の女性７団体（プラザ

男女共同参画週間にあわせ開催しています。 

視点からみた災害と復興」と題し、前

参画と災害・復興ネットワーク代表の

っていただきました。 

意思決定の場へ、女性の参画 ②復興構想委員会議

など被災当事者が主体となって仕組みを作る ――

復興構想会議で委員１５人中女性１人だったのに対

旧復興構想会議）では女性４人の増員を実現した成果が報告されました

視点で運営され、着替えの間仕切りがない、食事作

平常時から男女平等参画を実現しているまちづくりが

を取り入れたバックアップが必要不可欠だとお話

続く第２部のパネルディスカッションは、室蘭市男女平等参画推進

市民会議の前田節子さんをコーディネーターに

長・青山剛、NPO 法人ウィメンズネット・マサカーネの

理事長がパネリストとして登場。野原さんは被災先

を通して「男性は有償でがれき処理にあたり、女性

無償労働を強いられていた。避難所でのセクハラ

ールが通用しない非日常での対応は大変複雑になる

起。青山市長は災害に備えた市の取り組みと、１７０

「日頃の市民との連携が大きな力になる」と語り

非常時には大きく影響する。ハード、ソフト両面で

現段階では室蘭市の防災会議の委員は３４人。そのうち

増員を」と期待を込めました。市民の関心が高い東日本大震災

取り組みを学び、まちづくりに活かす大きな力を
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■編著・みやぎの

■生活思想社

たちが避難所で強いられた生活、抱える苦悩、本当に求めていたものをとらえた

１年の記録です。女性が女性を支援するネットワーク

していく被災先の様子が紹介されています。これまでに

に出にくかった性差によるワークライフバランスなどの

視点から見た震災や、その支援について触れることができます

ですべてを失った女性が手にした１本の口紅。それは生きる

となった」 性被害、家族の問題、避難所生活での食事の支度

被災女性の本音をくみ取り、女性だからこそ実現できた支援活動

たちの生の声は、非常時にこそ男女平等参画の視点が必要

女性の発揮する力がまちづくりの展望となることを教えてくれる

▲ 赤のスーツが

復興構想委員会議の増員 ③復興計

―― の３点を国への要望

対し、2012年２月の

されました。 

食事作りの担い手が女性に

しているまちづくりが災害時にも強い力を

話しくださいました。 

室蘭市男女平等参画推進

さんをコーディネーターに、堂本さん、室蘭市

ウィメンズネット・マサカーネの野原ひろみ

被災先での相談員の経験

女性が食事の支度など

でのセクハラ事案など平常時のル

になる」と問題点を提

１７０町会を地域町内 

りました。堂本さんは

で室蘭市の独自性を盛

そのうち女性は１人との

東日本大震災の復興を

を得る事ができました。 

・みやぎの女性支援を記録する会  
生活思想社  ■２０００円（税別） 

めていたものをとらえた

するネットワーク活動を通じ、少しずつ元

これまでに報道による災害発生時

によるワークライフバランスなどの問題点、セクシャルマ

れることができます。 

きる力を蘇らせるひとす

支度や洗濯、着替え、化粧 

支援活動とはどんなもの

必要であり、支援には欠かせ

えてくれる１冊です。 

のスーツが似合う堂本 暁子さん  
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 室蘭における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、

男女平等と平和を基本とした国際連帯の日とし

て、実行委員会形式で講演会などを開催してい

ます。今回は、女性のライフステージとメンタ

ルヘルスの関係、自分を大切にする方法など、

参加者とともに考えます。 

２０１３年国際女性デーINむろらん講演会 

日 時 ２０１３年３月２日（土）１３：３０～１５：３０ 

講 師 滝澤 紫織 さん 

（医療法人こぶし植苗病院 医師） 

会 場 胆振地方男女平等参画センター 

参加費 ５００円（会場費・資料代等） 

※託児 定員８名 

（託児保険料１００円／１人、事前予約必要） 

＜連絡先＞ 国際女性デー２０１３むろらん実行委員会 

事務局 佐々木 電話 ０１４３－２３－４４４３  

2012年8月24日（金） 

当会は、１人ひとりが尊重され多様な生き方を認め合える社会を目指し、学習と実践活動をしている草の根グルー

プです。昨年、設立から１３年目にして国立女性教育会館（ＮＷＥＣ）の主催事業、『男女共同参画のための研究と

実践の交流推進フォーラム』でワークショップをはじめて運営し、会員の夢が実現しました。 

このワークショップでは、２００９年から３年にわたり、市民と一緒に「市民と行政と

の協働のあり方」についてセミナーやワークショップを行った内容を基に、室蘭、登別、

伊達の三市に提言書を提出した取り組みを発表したものです。全国から、地域での協働

のあり方について具体的事例を知りたいと関心を持つ多くの人が参加してくださいまし

た。「協働は、ただ働きのボランティアでなく、市民が主体になるまちづくり」であるこ

とに気づき、地域に帰りこの学びを伝えていきたいとの参加者からの声が、発表した私

たちにとっての大きな成果でした。 
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企画・編集 室蘭市男女平等参画情報誌編集委員 （神尾、高橋（勝）、高橋（結）、藤本、山本、佐藤、石井、大場） 

２０１２年10月14日、

創立 50周年祝賀会を室

蘭市市民会館で和やかに

開催し、元北海道本部会

長の石川一美氏より、室 

蘭支部草創期の話があり、50年の歴史を振り返りま

した。当会は国連 NGO 加盟の女性団体であり、「憲

法を守り、ジェンダー平等の社会」をかがけ、女性が

平和で安心して元気に暮らせるように、今後も様々な

要求活動を続けていきます。 

３・８国際女性デー室蘭大会 サンタの国からのメッセージ 

日 時 ２０１３年３月９日（土）１３：３０～１５：３０ 

講 師 丸山 博 さん 

（国立大学法人 室蘭工業大学 教授） 

会 場 胆振地方男女平等参画センター 

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） 

＜連絡先＞ 新日本婦人の会室蘭支部 

電話 ０１４３－４３－４０２８  

  

※詳細は広報むろらん７月号に掲載予定です 
８月 「働く女性」 ９月 「食育」  
１０月 「男女平等参画」＆「女性史」 

室蘭市男女平等参画基本計画（平成16年
度から10年間）が平成２５年度でその計
画を終えることから、平成２６年度からの
第２次計画策定に向けて、現計画の見直し
などの取り組みを行っています。 

http://www.city.muroran.lg.jp/main/org9410/danjyo.html

