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男女共同参画の実現及び女性活躍促進の観点から、就労意欲がある女性一人ひとりの

多様な働き方を実現するために、就労までの支援を行う講座として、ハローワークと連

携し、令和元年１０月３日（木）、１０月１７日（木）の全２日間開催しました。 

１１０月３日（木） 

１０月１７日（木）） 

　平成３０年７月に開設された特別養護老人ホーム 恵光園 シャイニー中央を会場に、

講演と施設見学を行いました。講演では、介護支援専門員の大越淑子さんから最新設備

を取り入れた介護職の現状を、生活相談員の大島亜希子さんからは、未経験状態から介

護職に就き、正社員になられるまでの体験談をお話し頂きました。施設見学では、居室

での睡眠・起き上がり・離床等をリアルタイムに確認できる機器の説明を受けました。

最後には、物を持ち上げるときの身体への負担を軽減するために使われている「マッスル

スーツ」の紹介をしていただき、体験もさせていただきました。

　まず基調講座として、オフィスＡＱＵＡ代表の小野久美子さんから、小野さんご自身が

保険会社やファイナンシャルプランナーとして働かれてきた経験を元に、営業のおもしろ

さや、働くことの楽しさについてお話しいただきました。

　次に、大同生命保険株式会社、クラブツーリズム株式会社、有限会社武藤自動車の３社

から、女性が楽しくいきいきと働いている職場等についてお話しいただきました。最後に

は、それぞれの企業の方との交流の場を設け、普段聞くことができないようなお話を聞く

機会となりました。

２日間とも、講座修了後には、ハローワークによる個別相談を実施しました。



８月６日（火）に『女性のための農業入門講座　第２弾ブルーベリー編』を

佐倉市男女平等参画推進センターミウズとピンコロ農園にて開催しました。

午前９時３０分から正午までの講座となりました。

女性のための農業入門講座女性のための農業入門講座

佐倉市男女平等参画推進センターミウズにて、まずは、

座学形式の講座から始まりました。

講師の一般社団法人農業会議の越川幸芳さんから、就農

する際の資金や支援などについてお話いただきました。

場所を移し、一般社団法人日本ブルーベリー協会理事・

ピンコロ農園経営者の碓井修蔵さんから、実際の農業経営面

でのノウハウをお話しいただき、収穫体験を実施しました。

参加者の声

・農業をはじめるにあたり、現実的な

視点で考えることができました。

・農業講座は数が少ないので、こう

いった講座は助かります。

・またこのような講座があったら参加

したいです。

参加者の声

・土づくりが野菜の味・香りを良くする

ことを知りました。

・農場見学をさせていただき、営農の

場面も垣間見ることができ、とても

参考になりました。

・先生や一緒に働く方々のお人柄が

良く、楽しく学ぶことができました。

１１月２６日（火）に『女性のための農業入門講座第３弾～印西の里山でいっしょに

農業してみませんか～』を有限会社　伊藤苗木にて開催しました。

午前１０時３０分から午後２時までの講座となりました。

　有限会社伊藤苗木の経営者で、美千代デザイン

株式会社　代表取締役の小山美千代さんを講師に

迎え、農場見学を終えたあと、講義を行っていた

だきました。

　その後、小山さんが発案した、ベジブーケの体験

レッスンも行っていただきました。

11/26
（火）

８/6
（火）

P9「ひと」で小山美千代さんへのインタビューを掲載しています。



令和元年１０月６日（日）に「女性のための起業支援講座」を開催しました。

講師：冨澤　理恵さん講師：冨澤　理恵さん

　　　（ランクアップスタイル株式会社　代表取締役社長　　　（ランクアップスタイル株式会社　代表取締役社長

　　　一般社団法人格上げおしゃれプランナー協会代表理事）　　　一般社団法人格上げおしゃれプランナー協会代表理事）

　冨澤さんはご自身の経験から、
「見た目」「話し方」「振る舞い（所作）」
の３点を変えることで“印象”を変えることができると
感じ、その“印象”を変えることは、お店の売り上げアップ
につながる等のお話をしてくださいました。
　また、簡単な「格上げ顔診断」やグループワークも交え
ながらの講演となりました。
参加者からは「実際にメイクの方法等も教えていただけ

て大変有意義だった」、「グループワークもあり、楽しく
受講できた」等のお声をいただきました。

講師：寺田　博史さん講師：寺田　博史さん

　　　（日本政策金融公庫　国民生活事業　南関東創業支援センター所長）　　　（日本政策金融公庫　国民生活事業　南関東創業支援センター所長）

　寺田さんからは、「創業計画書」を記入する上での
ポイントを中心にお話をいただきました。
　創業計画書というのは、ただ項目を埋めれば良い
のではなく、金融機関等においては、決算書と同等
にみられることが多く、資金調達の際に重要になる
とのことでした。
また、ターゲットを１人か２人に絞ることの重要性

についてもお話をいただきました。
参加者からは「創業に大切な“初めの一歩”を伺う

ことができて大変良かった」、「事業計画書のハードル
が少し下がりました」等のお声をいただきました。

講演１講演１　起業に必要な印象づくりについて業に必要な印象づくりについて

講演２講演２　起業の基本的な流れについて起業の基本的な流れについて



起業に興味がある、既に起業を考えている女性を対象に講座を実施しました。

台風の翌日の開催となりましたが、多くの方にご参加いただくことができました。

個別相談（日本政策金融公庫）個別相談（日本政策金融公庫）
講座終了後、希望者を対象に個別相談を実施しました。起業への不安を取り除くだけでなく、創業計画書の

作成方法を知ることができた有意義な時間となりました。

講師や参加者同士とのランチタイム講師や参加者同士とのランチタイム

２日間ともランチタイムを設け、気軽に講師に質問したり、
参加者同士で親交を深め合うことができました。

参加者同士をリラックスさせるため、まずはお隣の

方と自己紹介。最後にハイタッチをすれば心の距離は

一気に縮まりました！

【STEPSTEP１】１】“挑戦する挑戦する”ちからちから

　ワクワクする革新性、ドキドキするリスク志向性、

　ガンガンやる積極性が自身の成長の３要素です。

【STEPSTEP２】２】“つながるつながる”ちからちから

成長するためには客観的視点が欠かせません。

　信頼できる仲間にフィードバックをもらいましょう。

≪≪ 講　座講　座 ≫
【STEPSTEP３】３】“学ぶ学ぶ”ちからちから

　「やってみたい」を実現するためには、自発的で先取り試行の姿勢や活動を行うことが重要です。

【STEPSTEP４】“思いやる思いやる”ちからちから

　自分の意思を伝え、相手のための選択肢を考え、Win-Win の関係を構築しましょう。

≪≪ 実　習実　習 ≫
　調べれば情報がすぐに手に入る時代になった今、ビジネスを始めるときに

ホームページは欠かせない存在になりました。ホームページで何をしたいか

目的を立て、設計していく等、ポイントをしっかりおさえてから実習へ。

難しいと思われて
いたホームページも
ジンドゥーという
ホームページ作成
サービスを使い、直
観的操作で簡単に作
成することができま
した。

講師：山本和泉さん

（ウェブデザイナー/アドバイザー/
トレーナー/ウェブビギナーズガイド）

講師：上田将史さん

（慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス
インキュベーションマネージャー）

1 日目　講座

２日目　講座・実習

開催日
10月26日
11月９日

全２日



千葉県男女共同参画フェスティバル千葉県男女共同参画フェスティバル

笑う門には福来たる！
～いつの世も男女（ひと）は支え合って生きている～

令和２年１月１９日（日）に千葉市生涯学習センターで、千葉県男女共同参画フェスティバル

を開催しました。

　第１部の講演会では、落語家の柳家三之助さんを講師にお招きし、「笑う門には福来たる！

～いつの世も男女（ひと）は支え合って生きている～」をテーマにご講演いただきました。

ワークショップ
第２部では、気軽に参加できる６つの団体によるワークショップを行いました。

出展団体 格上げ顔診断アプリで格上げ顔診断アプリで

メイクレッスンメイクレッスン

(一般社団法人
　　格上げおしゃれプランナー協会 )

格上げ顔診断アプリを使って本来の
魅力を引き出すメイクを行いました。

Ａ

(ＮＰＯ法人ウィメンズ・ウィングちば )

　怒りをコントロールするスキルを
学ぶための講座を行いました。

怒りのコントロール怒りのコントロールＢ

( ちば元気づくり友の会 )

認知症予防・介護予防のために、すう
じ盤を使って脳の活性化を図りました。

脳のトレーニング脳のトレーニング

すうじ盤体験すうじ盤体験Ｃ

プロフィール

講　　　 師 柳家　三之助さん（落語家）

　銚子市出身。平成７年９月十代目柳家小三治

に入門。翌年５月前座名「小ざる」平成１１年

１１月二つ目昇進。「三之助」に改名。平成２２

年３月真打昇進。都内寄席を中心に全国各地で

寄席公演を実施。長屋が舞台の滑稽噺を中心に

噺に磨きをかけている。噺家の枠にとらわれず

多方面で活躍中。

やなぎや　 さんのすけ

( 千葉県の男女平等を考える会 )

　「こんばんはⅡ」を視聴し、自主
夜間中学について学ぶ講座を行いま
した。

「こんばんはⅡ」から考える「こんばんはⅡ」から考える

男女平等と可能性男女平等と可能性Ｄ
千葉県男女共同参画地域推進員
(東上総地域 )

一般社団法人座よさこい一座の方々を
招き、座よさこいの体験を行いました。

みんなで踊ろう！みんなで踊ろう！

座よさこい座よさこいＥ
千葉県男女共同参画地域推進員
(海匝・山武地域 )

　自分もできる防災について、講和、
パネル展示、ビデオ上映等で学びました。

忘れていませんか？忘れていませんか？

あの時のことあの時のことＦ



人人生の選択 と終い方
しま

令和２年２月１令和２年２月１日（土（土）開催　場所：公益社団法人千葉県医師会開催　場所：公益社団法人千葉県医師会

　千葉県医師会との共催で講演会を実施しました。昨年度の講演会で人気を博した「おはなし会」

も実施し、定員を上回るお申込みをいただき、多くの方に御参加いただくことができました。

松岡 かおり 先生松岡 かおり 先生
（千葉県医師会理事 いけだ病院院長 船橋在宅医療ひまわりネットワーク役員）

おはなし会では、テーマごとに４つのグループに分かれ、医師の話を聞いたり、質問をすること

ができました。

②リビングウィルのリビングウィルの記入方法記入方法（千葉県医師会版）

海村 孝子 先生

①よろず相談①よろず相談
金江清先生

④認知症と共に生きる④認知症と共に生きる
細井尚人先生

③在宅医療でできること③在宅医療でできること
志賀元先生

第１部　講　　演第１部　講　　演

第２部　おはなし会第２部　おはなし会

松岡松岡 かおかおり 先生 先生

　松岡先生は、人生は選択の繰り返しであり、就学や就職、結婚など様々な選択

をする場面に遭遇するとお話しされました。しかし、病気や怪我は突然襲いかか

るものであり、自分が誰に相談し、どのように治療等を選択するかが重要である

とアドバイスされました。そして、ご自身で

選択できるよう、選択肢を知っておくことが

大切で、治療方法の例やメリット・デメリット

についてもお話しいただきました。

　一番多くの方にご

参加いただいた本

テーマでは、皆さん

の意識の高さが伺え

ました。終了後も残っ

て志賀先生に質問す

る方もおり、とても

盛り上がりました。

　他のテーマとは違

う、なんでも相談ア

リのおはなし会でし

た。参加者の幅広い

お悩みに対し、瞬時

にアドバイスをされる

金江先生に皆さん大

満足されていました。

難しいと思われやす

いテーマですが、細井

先生の優しい口調と

わかりやすい内容に、

終了後に参加者から

「話を聞いて安心でき

ました！」とのお声

と笑顔をたくさんい

ただきました。

　海村先生の経験を

まじえながら、リビ

ングウィルの大切さ

や、記入するときの

気持ちのありような

ど、丁寧に解説して

いただきました。



千葉県男女共同参画センター(所長:田畑智子)は千葉商科大学(学長:原科幸彦)と、男女共同参

画社会の実現にむけて、令和元年11月20日(水)に、連携して事業を実施するための覚書を

締結しました。

千葉県男女共同参画センターと千葉商科大学は、以前より女性の起業セミナー等の講座な

どの事業を連携して開催していますが、このたびの締結により、学生が社会に出る前に性差

やダイバーシティについて考える機会を増やすなど、男女共同参画社会の形成促進のための

事業を継続的に実施することを目指します。

男女共同参画社会の実現に向けて
千葉県男女共同参画センターと千葉商科大学が覚書を締結

◆◆千葉県男女共同参画センターと千葉商科大学との連携・協力内容

・人材、施設等を活用して共同で行う普及啓発活動

・人材教育

・次世代を担う人材の輩出、育成

・国際協力及び地域社会への貢献

千葉商科大学と連携して千葉県男女共同参画地域推進員全体研修会を開催催 

覚書締結日当日の11月20日（水）に、千葉県男女共同参画地域推進員、千葉商科大学学生を対

象に「学生とともに身近な男女共同参画を考える」と題した研修会を開催しました。

家庭での家事分担やデートＤＶなど４つのテーマにあわせて、千葉県男女共同参画地域推進員・千

葉商科大学教職員・千葉県男女共同参画センター職員が協働で寸劇を演じ、観客の学生や地域推進員

は劇中の登場人物の発言や行動について自分の考え方をピンクや青の紙を上げて表明し、その理由

についても発言しました。

学生からは結婚後の生活について「結婚して子供を産んでもバリバリ働きたい」「家事も育児も協

力したい」などの意見が挙がったほか、地域推進員からも「このような大学との共同の取組を積極的

にすすめてほしい」との意見も寄せられ、男女共同参画について考えるよい機会となりました。



こやま み ち よ

小山 美千代 さん

野菜作りを始めたきっかけ
　農家に生まれるも、幼いころは農業に携わるこ

とはありませんでした。日本ではまだ珍しいフラ

ワーアレンジメントに興味を持ち、お花屋さんに

なりたいという夢を叶えるため、都内のフラワー

スクールに通い、夢を実現させました。

　その後、結婚・妊娠を機に夫の勧めもあり実家

へ戻りました。実家ではママ友にお花を教えて欲

しいと言われ、駐車場を改造してレッスン場に。

息子が幼稚園に行っている間にお花のレッスンや

野菜作りをするようになりました。

大きなきっかけではありませんが、実家が農家の

ため、野菜作りは自然と始めることができました。

女性が働きやすい職場
　ここでは30代から70代の女性が働いています。

シフトは無く、休みたい人はカレンダーに名前を

書くというルールになっています。農業は天候に

左右されやすいので、毎週何曜日は休みと決める

ことが難しいのです。

　皆さん、常識あるきちんとした方ばかりなので、

年間の忙しい時期を把握し、休みを調整していた

だいています。就業時間は9時から15時までです

が、１０時にお茶休憩を設けています。体を動か

す農家にとってお茶休憩はとても大事で、その時

間に皆で情報交換したり、傷ついて売り物になら

ない野菜の煮物を出したり、コミュニケーション

の場となっています。

ベジブーケと起業

　ベジブーケとは野菜で作るブーケのことです。

フラワーアレンジメントの技術が活きたブーケに

なっています。以前、野菜が売れないことがあり

ました。何できれいなのに売れないんだろうって

疑問に思っていたとき、できたのがベジブーケで

す。従業員の皆さんに見せたら良い評価をもらい、

皆でベジブーケと名付けました。子どもの名前を

付ける気持ちで商標登録もしています。現在はベ

ジブーケの教室を開いています。6年前に教室を

はじめ、美千代デザイン株式会社を設立したのも

同じ時期です。起業した理由は「女性のため」です。

当時、いろいろな問題点を出し、それを解決し

ようと考えたら、一番は「女性が幸せになること」

でした。ベジブーケの教室は人を育てるというこ

とでもあります。生徒さんは自分より年齢が上の方

もいるため、こちらも勉強になることばかりです。

　教室には初級コースからプロコースまでいくつ

か分かれていますが、3年通うとベジブーケが作

れるようになり、4年目からはプロとして販売で

きるように促しています。また、販売時にはいく

らの値段を付けたらいいか等も説明しています。

作るスキルを身につけるだけでなく、予算や利益

等を学ぶことは、とても重要なことだと思ってい

ます。

　その他にも生徒さんには苗を植えていただく等、

野菜作りの大変さを知っていただくことも重要だ

と考えています。

今後の夢
皆さんがブーケをオーダーされる際、花にするか

野菜にするか、野菜が選択肢のひとつとして当たり

前になって欲しいと考えています。そして、ブーケ

を作る方と農家の方が上手くマッチングして、農家

の方が作ったきれいな野菜を高く買ってもらえる

仕組みを作り、機能させたいと考えています。問題

も色々あると思いますが、きれいな野菜たちが喜

んでくれる場所づくりに努めたいと考えています。

その他に来年から月に1度「野菜と遊ぼうコース」

を作ろうという話がでています。土に触りたい、

自然に触れたいという都心の女性は意外と多く、

自然に触れて心を落ち着かせるという場を提供し

ていきたいです。そして、最終的には起業当初の

理念でもある「女性のしあわせ」に繋がればいい

と考えています。

　小山さんのご自宅は江戸時代から続く農家です。小山さんのお父様が

苗木屋を始めて約５０年になります。印西市の里山にあり、四季折々の

景色が楽しめる癒しの空間で、小山さんは自然に育てられ、それが今に

活きているとのお話をうかがうことができました。

有限会社 伊藤苗木
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【共働き世帯数の推移】 総務省「労働力調査」（各年平均）

　昭和６１年の男女雇用機会均等法の施行から３４年、平成１１年の男女共同参画社会基本法の
施行から２１年経ち、労働の場や家庭における男女共同参画は少しずつ進んでいます。

　女性雇用者数をみると、昭和４９年は約３５万人でしたが、平成２９年は約１２８万人となり、

約４０年間で約３．７倍に増えています。また、雇用者数全体に対する女性雇用者数の割合をみると、

昭和４９年は２７．４％でしたが、平成２９年は４３．２％であり、約１．６倍に増えています。

また、共働き世帯数をみると、昭和５９年は約７２１万世帯でしたが、平成３０年は約１，２１９

万世帯となり、約３０年間で約１．７倍に増えています。

千葉県マスコットキャラクター
チーバくん
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【６歳未満の子どもを持つ夫の１日あたり家事・育児時間の国際比較】内閣府「男女共同参画白書」（R1.6)

家事等の役割分担については、『主に妻が行う』が「食事の支度・あとかたづけ」（８１．７％）、

「掃除・洗濯」（７８．１％）、「乳児・幼児の世話」(７４．５％) など、依然として妻の役割分担と

なっている割合が高くなっていますが、徐々に『夫婦とも同じくらい行う』が増えてきています。

　しかしながら、６歳未満の子どもを持つ夫の１日あたり家事・育児時間は、世界的に見ると、

まだ日本はかなり少ない状況にあります。

　そのような状況の中、千葉県では、

　　▶ 女性の登用や職域拡大、仕事と家庭生活の両立支援に取り組む事業所の表彰

　　▶ 男性の仕事と子育ての両立支援を目的としたシンポジウムの開催

など様々な事業を行ってきましたが、これからも男女共同参画を推進していくための取組を積極的

に行ってまいりますので、男女共同参画センターやセミナーなどにぜひ足を運んでみてください。

【家事等の役割分担 (千葉県 )】千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査」（H26.10）
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　今年度、県内で実施した取り今年度、県内で実施した取り

組みや各地域の代表からいた組みや各地域の代表からいた

だいたメッセージをご紹介しだいたメッセージをご紹介し

ます。ます。

　昨年度できなかった、大学生と男女共同参画についての意見交換事業を考えておりましたが、

実施には至りませんでした。今年度は、継続的に行ってきた子育て世代向け「おしゃべり交流会」

と全世代向け「防災関連講座」を実施いたしました。参加者は、男女共同参画の視点が身近な

生活に必要だということに気づき、取り入れ、そして、「自分らしさ」を大切にするきっかけに

なったのではないでしょうか。継続的な啓発活動が必要であると思います。　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （船橋市　今仲希伊子）

①講座の様子 ②講座の様子

≪実施した講座≫≪実施した講座≫

①9月８日（市原市）

　おしゃべり交流会 in 市原

②１２月７日（習志野市）

　災害からまずは自分を守る

一緒に生きよう！互いを認め合える社会で
千葉市、市川市、船橋市、習志野市、市原市、八千代市、浦安市、四街道市

～自分らしく樹つ～誰もが輝く社会の実現～
松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、印西市、白井市

千葉・葛南地域千葉・葛南地域

東葛飾地域東葛飾地域

　委嘱を受けて2年目の今年度は、九月に若い世代が転入してきている印西市のイオンモールの中

のホール会場にし、「いいとこ探しでいきいき家族　もっとステキにコミュニケーション」と題し

講演会を実施しました。80名を超える参加者がペアワークで自らも話し、心を整理し、これからの

生活の中で生かしてもらえる言葉掛けのヒントを持ち帰って頂きました。

11 月には野田市役所にて「○○が△△に変身！？　くらしの知恵は防災の知恵」と題して講演会

を行いました。近年自然災害が多く、また台風被害にあった後での話だったので、普段の生活から

もしもの場合にも利用出来るアドバイスと心がけを、皆さん真剣にメモを取っておられました。

　身近な話題から各々認め合い生きやすい社会に成るよう考える場を提供出来たことに、参加者の

帰られる時の笑顔を見て喜びを感じることが出来ました。　　　　　　　　 （白井市　市川温子）

≪実施した講座≫≪実施した講座≫

①9月１５日（印西市）

" いいとこ探し " でいきいき家族

～もっと☆ステキにコミュニ

ケーション～

②１２月７日（野田市）

○○が△△に変身！？～くらし

の知恵は防災の知恵～

た

①講座の様子 ②防災グッズ



地域で広がる笑顔の輪

海匝・山武地域海匝・山武地域

　平成から令和に時代は変わり、いろいろな事が多様になっていきました。人の生き方や考え

方も多様になっているのかなと感じるこの頃です。男女共同参画の啓発活動についても少しず

つ変えていかなければならないと感じていても何をどう変えていったらよいのかすぐには出て

きません。ですが『継続は力なり』引き続き啓発の必要性をとても感じています。今年度、海匝・

山武地域推進員事業の講演会前に実施した寸劇ですが、私たち推進員の中でシナリオを今の時代

に合った内容に新しく考えてくださった方がいました。「家庭における働き方改革」です。寸劇の

中で多様な考え方・生き方が表現できるよう取り組んでいけたらと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （銚子市　金尾記子）

≪実施した講座≫≪実施した講座≫

①１１月１日

　新聞「Kaisou Sanbu 男女

　共同参画だより」の発行

②１２月２２日（大網白里市）

女性が輝くために大切なワー

ク・ライフ・バランス

③１月１９日（千葉市）

　忘れていませんか？あの時の

　こと

今年度、北総地区では、地域講座の更なる充実と各市町の情報交換を推進するために積極的に

活動を行ってきました。

8月には、認知症についての基礎知識と対応の仕方を、12 月には、笑って楽しく男女共同参画

という落語を通して、男女にとらわれない生き方が長寿の秘訣だという内容の講座を企画運営

しました。

事務局を始め、行政担当の皆様の温かいご支援で、参加者が増え、納得のいく成果を出すこと

ができたと感じています。心から感謝を申し上げます。　　　　　　　　（多古町　市東美惠子）

①講座の様子 ②講座の様子
≪実施した講座≫≪実施した講座≫

①８月１８日（成田市）

　認知症のあれ？これ？

②１２月１日（酒々井町）

　昔話・今話・落語で考える

　「笑って楽しく男女共同参画」

　落語～モモタローノーリターン～

互いに認め合い、 笑顔で共助しあえる社会
成田市、佐倉市、八街市、富里市、香取市、酒々井町、栄町、神埼町、
多古町、東庄町

北総地域北総地域

①男女共同参画だより

　（一部抜粋）

銚子市、東金市、旭市、匝瑳市、山武市、大網白里市、九十九里町、
芝山町、横芝光町



人として　私らしく　あなたらしく

南房総地域南房総地域

　今年度の南房総地域は二つの台風と豪雨により甚大な被害を受け、今まで学んできた防災に

ついて改めて考えさせられる年となりました。

  前年度までに引き続き啓発活動として私立翔凛中学校及び袖ケ浦市立蔵波中学校での寸劇出前

講座を行いました。両校先生方の寸劇への参加もあり、生徒さんには楽しい雰囲気の中男女共同

参画について考え気付いていただける良い機会になったと思います。当日も激しい雨漏りの

していた蔵波中体育館床は 3 分の 1 程がブルーシートに覆われていて復旧の目処は立たないとの

ことでした。今一度防災や災害が起きた時やその後の生活について、行政も市民も大人も子供

もお年寄りも、男性も女性も、みんなで考えていかなくてはいけない時と思いました。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（館山市　本橋朋子）

令和元年は私たちにとって「忘れてはならない年」になりました。台風が次々と千葉県を襲った

正にその時期に行った研修会で、防災士の先生から「災害から命・健康・人権を守る心構え」を

教えていただきました。

　常に緊張感を持って災害に備えることは大切ですが、私たちはもう一つの活動として、明るく

楽しく地域の方たちが繋がることを目指し、フェスティバルで「みんなで踊ろう！座よさこい」

を企画し推進しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（いすみ市　永野佳代）

人生ともに楽しく生き生きと
茂原市、勝浦市、いすみ市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、
長南町、大多喜町、御宿町

東上総地域東上総地域

館山市、木更津市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、鋸南町

≪実施した講座≫≪実施した講座≫

①９月２４日（推進員対象）

　指導者育成のための研修会

～男女共同参画・多様性配慮

の視点から学ぶ命・健康・

　人権を守る避難所運営につ

　いて～

②１月１９日（千葉市）

みんなで踊ろう！座よさこい

①研修会の様子 ②講座の様子

≪実施した講座≫≪実施した講座≫

①１１月１３日（君津市）

②１１月２２日（袖ケ浦市）

　中学校出前セミナー

生徒とともに身近な男女共同

　参画を考える

①セミナーの様子 ②セミナーの様子



新着おすすめ図書・映像資料 (DVD) のご紹介新着おすすめ図書・映像資料 (DVD) のご紹介

全国共通防災テクニックVol.2
（映像作品／ＤＶＤ）【上映権付き】（映像作品／ＤＶＤ）【上映権付き】

世代や性別を問わず考える

事が必要になってきている

「防災」「防災」。当県も近年大規模

な台風被害を受け、防災が

更に注目される中、イザと

言うときに役立つテクニック

が満載の、防災ハウツー

DVDの第２弾！

Vol.1 と共に学校の授業や

地域でのイベントでの上映

にもオススメです。

多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。
著：Jam ( 著 ), 名越康文 ( 監修 )

いつも誰かの言動で落ち込

んだり、悩んだり、嫉妬し

ている事はありませんか？

自分自身の考え方を変える

だけでメンタルチェンジ！

現代社会に生きる皆さんの

悩みを解決する、ちょっと

したココロのヒント集です。

「ジェンダーを勉強したら、

イクメンにならないといけ

ないんでしょ?」

ジェンダー研究ゼミ所属の

現役生が、友人・知人から

投げかけられた２９の質問

を、大学生の視点から真剣

に考えた、ジェンダー「超」

入門書。

いじめ、虐待で悩んでいるお

子さんはいませんか？法律は

自分を守ってくれる…とは

言っても、「六法全書」「六法全書」を読

んで覚えるのはムリ…

という小学生から大人まで、

絵とルビ、難しい用語にはわ

かりやすい解説付き。

大人でも知らない事の多い

「法律」を、ご家族で気軽に

学べる、オススメの一冊です。

ジェンダーについて大学生が真剣に
考えてみた
　あなたがあなたらしくいられるための29問
著：一橋大学社会学部佐藤文香ゼミ生一同

◆利用時間　9：00～ 17：00

◆休 館 日　月曜日（月曜が祝日の場合は翌日火曜日）、年末年始、蔵書点検期間◆休 館 日　月曜日（月曜が祝日の場合は翌日火曜日）、年末年始、蔵書点検期間

こども六法
著：山崎聡一郎　絵：伊藤ハムスター



相談は相談は無料です。秘す。秘密は厳守しま守します。

電話相談後に
予約

電話相談後に
予約

面接相談後に
予約

 

 

・臨時休館日は休み）

☎０４-０４-７１４１４０-８６０５８６０５

（月曜 火曜も・

)

※月曜が祝日の場合は翌日

祝日・年末年始・臨時休館日は休み

火～日曜日 9︓30～16︓00
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ひとりで悩みをひとりで悩みを

抱えていませんか？抱えていませんか？

千葉県男女共同参画センターでは、女性・男性の様々な悩みに対応した総合相談を実施しています。千葉県男女共同参画センターでは、女性・男性の様々な悩みに対応した総合相談を実施しています。

まずは電話相談をご利用ください。まずは電話相談をご利用ください。

千葉県男女共同参画センターでは、女性・男性の様々な悩みに対応した総合相談を実施しています。

まずは電話相談をご利用ください。

　相談者の相談内容にＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）があります。ＤＶは配偶者や恋人など、　相談者の相談内容にＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）があります。ＤＶは配偶者や恋人など、

親密な関係にある人からふるわれる暴力で、さまざまな形態があります。親密な関係にある人からふるわれる暴力で、さまざまな形態があります。

少しでもＤＶかもしれないと思ったら、相談窓口へ相談してください。少しでもＤＶかもしれないと思ったら、相談窓口へ相談してください。

　相談者の相談内容にＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）があります。ＤＶは配偶者や恋人など、

親密な関係にある人からふるわれる暴力で、さまざまな形態があります。

少しでもＤＶかもしれないと思ったら、相談窓口へ相談してください。

ひょっとしてＤＶかも？ひょっとしてＤＶかも？ひょっとしてＤＶかも？ひょっとしてＤＶかも？

子どもの見ている前で家族に暴力を振るうことを

「面前ＤＶ」といい、心理的虐待にあたります。

交際中のカップルの間でもＤＶが起こっています。

これを「デートＤＶ」といいます。

＜女性カウンセリング＞＜女性カウンセリング＞

自分の力で解決できるよう、女性のカウンセラーが相談に応じます。

＜こころの相談＞＜こころの相談＞

ストレスや不安などこころの悩みについて、精神科医が相談に応じます。

＜法律相談＞＜法律相談＞

法律上の相談に女性の弁護士が応じます。

 

面接により、一緒に問

題点を整理します。

火～日曜日火～日曜日 火・水曜日 16:00～20:00
（月曜が祝日の場合の翌日火曜・祝日・

年末年始

☎０４０４３-３０３０８-３４２１３４２１

自分の力で解決できるよう、男性

のカウンセラーが相談に応じます。

デートＤＶデートＤＶ 面前ＤＶ面前ＤＶ

精神的暴力精神的暴力

・何をいっても無視する　・行動を監視する何をいっても無視する　・行動を監視する

・大声でどなる　　　　　・外で働くのを妨害する大声でどなる　　　　　・外で働くのを妨害する

・人の前でバカにする　　人の前でバカにする　　

・実家や友人と付き合うのを制限する実家や友人と付き合うのを制限する

・自分の家族に危害を加えると言っておどす自分の家族に危害を加えると言っておどす

精神的暴力精神的暴力

・何をいっても無視する　・行動を監視する

・大声でどなる　　　　　・外で働くのを妨害する

・人の前でバカにする　　

・実家や友人と付き合うのを制限する

・自分の家族に危害を加えると言っておどす

性的暴力性的暴力

・性行為を強要する性行為を強要する

・中絶を強要する中絶を強要する

・見たくもないのにアダルト見たくもないのにアダルト

　ビデオや成人雑誌を見せる　ビデオや成人雑誌を見せる

身体的暴力身体的暴力

・なぐる、ける、つねるなぐる、ける、つねる

・物をなげつける物をなげつける

・刃物でおどす刃物でおどす

身体的暴力身体的暴力

・なぐる、ける、つねる

・物をなげつける

・刃物でおどす

経済的暴力経済的暴力

・生活費を渡さない生活費を渡さない

・勝手に借金をつくり、返済を強要する勝手に借金をつくり、返済を強要する

経済的暴力経済的暴力

・生活費を渡さない

・勝手に借金をつくり、返済を強要する

性的暴力性的暴力

・性行為を強要する

・中絶を強要する

・見たくもないのにアダルト

　ビデオや成人雑誌を見せる


