
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女がともにいきいきと輝き、 

住んでいてよかったと思うまち「おおぶ」 

住んでみたいと思うまち「おおぶ」の実現をめざそう 

 №２６   ２０１８．１ 

 

男女がいきいきと輝いて暮らせるまち「おおぶ」を目指す 

 

NPO法人ミューぷらん・おおぶ 安達 

 11月 4日（土）ミューいしがせ主催 

講座の講座生が集まり「収穫祭・芋掘り 

＆交流会」が行われました。 

子育てサロンのファミリーと男楽会の 

メンバーが畑へ芋掘りに行きました。 

土の感触を楽しんだり、大きなお芋に子どもたちも大喜び。普段で

きない体験ができました。子ども達が芋掘りを楽しんでいる頃、会

館では、レディースカレッジ、メンズカレッジでお昼ご飯の準備。

お味噌汁やおにぎり、夏まつり名物のコロッケを作りました。 

また、いしがせ男子厨房の皆さんが作った鬼まんじゅうも用意され、

ボリュームたっぷりの昼食を囲んで、みんなで交流会を行いました。 

 手作りのおいしい昼食をみんなで囲みながら、世代交流ができ、

楽しいひとときとなりました。このような世代交流ができるのも、

ミューいしがせの講座の魅力のひとつです。参加してくださった皆

さま、ありがとうございました。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

暴力のない社会を目指して 
 政府では、女性に対する暴力の予防と根絶に向けて、毎年 11月 12日～25日までの 2週

間「女性に対する暴力をなくす運動」を実施しています。運動期間の初日には、暴力根絶への

呼びかけと、被害者に対し「ひとりで悩まず、まず相談をしてください。」というメッセージ

を込め、東京タワーやスカイツリーが運動のイメージカラーであるパープルにライトアップさ

れました。 

 ミューいしがせでも、ロビーをパープルに飾り、パープルツリーを設置しました。このパー

プルには「ひとりで悩まないで」というメッセージが込められていることを、ぜひ、周知して

いただき、広げていただきたいと思います。 

 

多様化する暴力 

 暴力というと殴る、蹴るといった身体的暴力を想像しがちですが、暴力には様々な形があり、日々

多様化してきています。DVやストーカーはもちろんのこと、特に若い女性をターゲットにしたＡＶ

出演強要や女子高生を狙った「ＪＫビジネス」による被害も問題となっています。 

精神的暴力 

・大声で怒鳴る・馬鹿にする 

・交友関係を制限する 

・行動を監視・制限 

・メールをチェックする 等 

 

身体的暴力 

・殴る・たたく・蹴る 

・髪を引っ張る 

・物を投げつける 

・刃物など突きつける 等 

 

経済的暴力 

・デート費用などすべて負担 

・借りたお金を返さない 

・生活費を渡さない 

・外で働かせない  等 

 

性的暴力 

・性行為を強要する 

・避妊に協力しない 

・見たくないポルノ等を見せる 

・嫌がっているのに裸等撮影する 

 

暴
力
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
り
ま
す 

そ
れ
、
本
当
に
大
丈
夫
？ 

 

被害相談の実情 

 内閣府が平成 26年度に実施した調査によると、これまで結婚したことのある人のうち、配偶

者から「身体的暴力」「心理的攻撃」「経済的圧迫」「性的強要」のいずれかについて、被害を受け

たことが『あった』と回答した人は、女性が 23.7％、男性が 16.6％となっています。 

 一方で、被害の相談の有無を聞いたところ、『相談した』が女性で 50.3％、男性では 16.6％

でした。『相談しなかった』と回答した人は全体で 56.7％に上がりました。 

 相談しなかった女性の主な理由は、『相談するほどではないと思ったから』『自分にも悪い

ところがあると思ったから』となっています。 

-２- 

参考資料：内閣府発行「共同参画」11月号 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  中島幸子さん 
 

ひとりで悩まないで 

 配偶者からの被害を受けた際の相談先をみると、『家族や親戚に相談した』23.4％、「知人・友

人に相談した」が 21.5％となっており、必ずしも公的な相談機関につながっていないのが窺えま

す。しかし、問題を解決するには専門機関へ相談することが一番の近道です。専門の知識を持った

職員が、適切な対応をお伝えいたします。ミューいしがせにも女性の悩みごと相談があります。も

しかして…と思ったら、ひとりで悩まず、相談してください。 

 

電話相談 
 
電話番号：０５６２－４４－９１１７ 
女性が直面する様々な悩みについて、相談員が 

解決のための一歩を踏み出す応援をしています。 

ひとりで悩まず気軽にお電話下さい。 

ミューいしがせ 

女性の悩みごと相談 

専門相談員による女性のための面接相談日 

※ １月１５日（月）・２９日（月） 

※ ２月５日（月）・１９日（月） 

※ ３月５日（月）・１９日（月） 

弁護士による女性のための法律相談日 

※ １月 １０日（水） ３月１４日（水） 

面接相談・法律相談は予約制です。 

シンポジウム  

ＤＶ・トラウマを理解する～身近な人たちにできること～ 

 

第 12回 

 夫や恋人からの暴力「ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）」の実情に

ついて幅広く知ってもらうために、今年度もミューいしがせにて「ＤＶシン

ポジウム」が開催されました。第 12回目の今回は、「ＤＶ・トラウマを理

解する・身近な人たちにできること」をテーマに講演が行われ、多くの方に

ご参加いただきました。講師には、DVや虐待、モラハラ、いじめなど様々

な原因による心の傷つきやトラウマに焦点をあて、情報を広げる活動をし

ているNPO法人レジリエンスの中島幸子さんをお迎えし、DV・トラウマ

についてご講演していただきました。 

 
良い関係性に必要な要素 

◎平等で対等である・・・立場の違いはあるが、人の価値は一人ひとり変わらない。 

◎尊重し合えている・・・相手の意見も自分の意見も、相手の都合も自分の都合も大切。 

◎安全感、安心感がある・・暴力や脅しがない。それぞれが自分らしさを保てる。 

「傷ついたあなたへ 

わたしがわたしを大切にするということ」 

人は誰でも、どのような逆境に置かれてもそこから脱し

マイナスのものをプラスに変えていく力を持っています。 

あながた相談を受けたら、専門機関への相談を進めてあげ

てください。 
書籍紹介 
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順位 市町村名 
議員率 

ランク 

機関率 

ランク 

委員率 

ランク 
総合点 

懇話会等

の設置 

条例の 

設定 

１ 大府市 ４ １ ９ １４ 〇 〇 

２ 尾張旭市 １４ １ １ １６ 〇 〇 

３ 日進市 ２ １０ ６ １８ 〇 〇 

４ 名古屋市 ９ ５ ５ １９ 〇 〇 

５ 長久手市 ３ １６ ２ ２１ 〇 〇 

６ 豊山町 １１ １１ ４ ２６   

７ 津島市 １７ ８ ３ ２８ 〇  

８ 東海市 ８ １６ ８ ３２ 〇 〇 

９ 豊明市 ７ １６ １６ ３９ 〇  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

あいち女性面白マップ（愛知県） 

 あいち女性面白マップは、NPO法人ウィル２１フォーラムが地域の女性のエンパワーメント（※１）

を、目に見える形にすることは出来ないかと考え、国連開発計画（ＵＮＤＰ）の「人間開発指標」をモ

デルに、愛知県下市町村の女性開発指標を作り、地図にあらわしたものです。 

（※１）組織の構成員一人ひとりが「力をつける」という意味 

 

あいちジェンダーエンパワーメント（総合ランキング）2017年 

 １）女性議員ランキング、２）女性を含む審議会等機関率ランキング、３）審議会等への女性登用ラ

ンキングの計 3つのランキング順位を合計して総合順位とし、県下５４市町村の「ジェンダーエンパワ

ーメント総合ランキング」としています。2017年度のランキングは・・・ 

 2016年、３位だった大府ですが、2017年は 1位にランクアップいたしました。 

５４市町村中、1位は素晴らしいですね。今後も、様々な場面で女性が活躍し、大府を元気で活気

ある町にしていきましょう。 

 

※上記ランキングのデータは、愛知県県民生活部男女共同参画推進課発行の「平成 29 年度版 あいち

男女共同参画（平成 28 年度年次報告書）」（平成 29 年度 10 月発行）に掲載されたデータを使用して

います。 

ＮＰＯ法人ウィル２１フォーラムとは 

 第 4回世界女性会議（北京会議）への愛知県派遣団有志の呼びかけで 1995年 11月に結成され、

2008年 9月にＮＰＯ法人として認可されたグループです。 
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 ミューいしがせでは本年度より、職場における部下のワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭の

調和）や部下のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績を上げ、自らの仕事と生活も楽しむこ

とができる上司（経営者・管理職）「イクボス」をテーマにした「管理職セミナー」を 3回コース

で開催いたしました。大府市内の企業を中心に多くの方がご参加くださいました。 

第１回  １０月１８日（水）  
なぜイクボスが必要とされるのか？～社会的背景の理解とイクボスマネジメント～ 

少子高齢化、長時間労働、共働き世帯の増加など、社会的背景を学びながら、 

職場のダイバーシティ（多様性）、多彩な人材マネジメントについて学びました。 

【参加者の感想】 

・イクボスについてあまり分からず取り組んでいたので、参加して理解できた。 

 今後の取り組みに生かしたい。 

・次に目指すものが少し見えた。コミュニケーションをとり「仕事を楽しむ」。 

第２回  １１月８日（水）  
イクボスになるために～女性の活躍推進とイクボス行動計画～ 

女性の活用、ワーク・ライフ・バランスについて学びながら、イクボスになる 

ために必要な「イクボス行動計画」を考えました。 

【参加者の感想】 

・部下の考えやプライベートなことも知り、理解を深めていきたい 

・コミュニケーションを深めることと、女性の部下への接し方（パワハラ・ 

セクハラ問題）と個人情報保護のバランスが難しい。 

 

第３回  １１月２２日（水）  
企業経営者・活躍したいあなたにおくる 

～実践企業に聞く、皆が働きやすい企業経営とは？＆交流会～ 

万協製薬（株）松浦社長をパネリストにお招きし、イクボス実践方法など 

のお話を伺いながら、参加者それぞれの会社での取り組みや問題について 

皆でディスカッションし、情報交換をしました。 

【参加者の感想】 

・コミュニケーションの大切さがよく分かり、とても新鮮なお話が聞けて良かった。 

・色々な事例が聞けてよかった。社長のお人柄で楽しい時間でした。参加者と交流できてよかったです。 



 

 

 

 

 

 

思春期の子どもと向き合おう 
自分力ＵＰ②では思春期の子どもを持つ親を対象に思春期対策講座を行いました。 

体と心の成長がアンバランスになる思春期。親が戸惑うことは多々ありますが、子どもは誰もが通る道。 

保護者として子どもたちに何ができるのでしょうか？各講座の要点をまとめてみました。 

 

思春期の子どもの食生活を見ると、全般的にまず青野

菜が全く足りていない。青野菜は 1日に小鉢にお浸し 3

杯取ることが望ましい。 

スポーツドリンクは砂糖が多いため日常的に飲むこ

とは良くない。清涼飲料水を一気に飲むと血糖値が上が

るためご飯が食べられず野菜を残す。血糖値が下がった

時にアドレナリンが出ることによりストレスになり、イ

ライラすることにつながる。つまり血糖値の上下はキレ

やすい性格を作る。 

カルシウムは思春期にピークボンマス（最大骨量）を

迎え、その後どんどん減っていく。このピークボンマス

をいかに高くすることができるかで、その後の骨量が変

わっていくため、思春期にカルシウムを取ることは大切

である。また、カルシウム不足だと、神経細胞をつなぐ

電気信号がうまく届かず不安定な状態になる。 

子どもが食べたい物を与えて子どもの笑顔が見たい

のは分かるが、今の子どもの笑顔より遠い将来の子ども

の笑顔を考えて食生活を考えよう。 

中学 2年生は中学生活にも慣れ、受験に対して緊張感

が低く中だるみの時期。また、親と対等になろうとする

ため親を乗り越えようとしたり、親にしてもらったこと

を否定したりする。 

この時期の子どもの態度や行動は成虫になる手前の

サナギと同じ。今までとは全く違う行動や態度で、考え

方や発言も理解しにくいけれど、サナギは下手に触ると

羽化しない。許せる範囲でやりたいことをやらせてあげ

て見守ろう。子どものやる気が勉強だけに向くとは限ら

ない。どんなことでも子どものやる気の芽をつぶさない

ようにしよう。 

無理に子どもを褒める必要はないが、

目に見える変化はそのまま伝えよう。き

ちんとあなたを見ているよ、と分かるよ

うに。 

そして少しずつ子離れしていこう。子

どもに注いできた感心、愛情をパートナ

ーに戻していこう。 

思春期はホルモンバランスの崩れにより情緒不安定

になるのは更年期と同じ仕組み。思春期は前頭葉がまだ

成長していなく理性が効かない、つまりアクセルは良く

踏むがブレーキが利かない状態と似ている。 

コミュニケーションの基本は「自己開示」と「他者受

容」。自分に関心が向きすぎていると相手の話が耳に入

らない。相手の言ったことを正しいと思わなくても、「そ

れは違う」と否定せず、一旦は「あなたにとってはそう

なのね」と受け止めることが大切。人間はマイナスなこ

とに対するアンテナはすぐに立つが、良いところは見よ

うとして見ないと気づかない。子どもの良い面を見よう

としているか。気づかないうちに見過ごしてはいない

か。 

子どもは「認証のコップ」を心に持っている。コップ

のお水が少ないと、人からの批判や他人の目が気になっ

てコップの空いた空間に入ってきてしまう。認証のコッ

プにお水をそそいでいっぱいにしてあげられるのは子

ども自身の経験や「親からの言葉」です。 

ＬＧＢＴとはレズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性

同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛者)、トランスジ

ェンダー（身体の性と心の性やジェンダー表現が一致し

ていない人）の総称のひとつ。ＬＧＢＴは日本の人口の

約７.６％、つまり 13人に 1人いる。これは左利きやＡ

Ｂ型の人口より多い。  

ＬＧＢＴは周りにいないのではなく、周りに見えてい

ない、つまり周囲にカミングアウトできない状況が社会

の中で作り上げられている。ＬＧＢＴの 68％がいじめ

を受けたことがあり、58％のトランスジェンダーが自殺

念慮を抱いたことがあるというデータもある。子どもか

らのカミングアウトを受けて自死した母親、父親にカミ

ングアウト後、罵倒されて自死した子どももいる。性的

指向と性自認（ＳＯＧＩ）は他人から決められるもので

はない。 

ＬＧＢＴがカミングアウトしやすくなる、安心して生

活できる社会にするためにも、ＡＬＬＹ（アライ）：（Ｌ

ＧＢＴを理解し、支援したいと思う人）が増えてほしい。 

 ５分で分かる 

 

薬剤師 

寺島 香子先生 

コーチング・マーム 
元保健室の先生 
三浦 真弓先生 
 

子先生 

ＮＰＯ法人ＡＳＴＡ 

松岡 成子先生 

ＮＰＯ法人ママ･ぷらす 

川原 史子先生 

９月７日（木） ９月２０日（水） 

１０月４日（水） １０月１８日（水） 
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中秋の名月のおともに… 

お月見団子とお月見料理をつくろう！ 
9 月３０日にファミリー力ＵＰ講座を行い、講師に大府野菜ソムリエベジポックルの高田美佐先生をお

迎えし、中秋の名月とは何かをお勉強してから中秋の名月にぴったりのお料理を親子で作りました。 

そもそも中秋の名月とは何なのでしょう。 

昔は旧暦の７月から９月までが「秋」とされており、真ん中にあたる 8月は「中秋」と呼ばれました。中秋は秋

晴れも多く空気が澄んでいるため月が美しく、この月の 15日の夜に出る満月を「中秋の名月」と呼び、収穫を祝

ってお供えをし、月を鑑賞する風習がありました。 

これは平安時代に中国から伝わり、江戸時代に広く親しまれるようになりました。 

この時期は芋の収穫と重なるため、別名は「芋名月」。お月見とは秋においしい野菜や果物が収穫できて、食べ

られることを神様に感謝するための行事なのです。 

現在は太陽の動きで日付を決めるため、毎年お月見の日は異なります。 

2017年の中秋の名月は 10月 4日。 

お月見の風習としてはススキやお月見団子をお供えするのが多いですが、 

地域によってはお団子の供え方も違ったり、またお月見どろぼう（日本版 

ハロウィン）といって、軒先や縁側にお月見団子のお供えものを子どもた 

ちが盗み食いする地域もあるようです。 

当日は炊き立てご飯のほかに下の 2品を作りました。 

今年の中秋の名月の時（9月 24日）には、是非作ってみてください。 

だんご粉…１００ｇ  白玉粉…３０ｇ 

水…１００～１２０ｍｌ  きな粉…適量 

砂糖…適量 

① ボウルにだんご粉と白玉粉を入れ

てよく混ぜて、水を入れて耳たぶ

くらいの固さにする。1 つにまと

めたら２～３cm くらいの大きさ

に丸める。 

② 鍋に水を入れて加熱し、沸騰した

ら①の団子を入れて茹でる。浮い

てきてからさらに 2 分ほど茹で、

氷水に取る。冷めたらざるにあけ

て水気をきる。 

③ きな粉と砂糖を同量に入れて良く

混ぜて、②の団子にまぶして、出

来上がり。 

① 鶏もも肉は一口大に切る。大根人参は皮をむいて２mm 幅のいちょう切

り、しいたけは石づきを取り、いちょう切り。里芋は皮をむいて一口大

に。長ネギと薬味ネギは小口切りにする。 

② 鍋に油を入れて熱し、鶏肉を炒め、表面の色が変わったら大根、人参、

しいたけ、長ネギ、里芋を加えてさっと炒める。 

③ 鍋に出汁を入れて、野菜に火が通るまで煮る。 

④ 一旦火を止めてから醤油と塩で味を調える。 

⑤ かぼちゃの皮をむいて適当な大きさに切り、耐熱容器に入れてラップ

をかけてレンジで６００Ｗで２分くらい加熱する。やわらかくなって

いたらフォークでつぶして荒熱をとる。 

⑥ ⑤のかぼちゃと絹ごし豆腐を手でつぶしながら混ぜて、白玉粉も入れ

て良くこねて耳たぶくらいの固さにする。１つにまとめたら２cm くら

いの大きさに丸め、ほんの少しだけつぶすように真ん中を押さえる。 

⑦ 鍋に水を入れて加熱し、沸騰したら⑥の団子を入れて茹でる。浮いて

きたらさらに１分ほど茹で、氷水に取る。冷めたらざるにあげて水気

をきる。 

⑧ ④に⑦のかぼちゃ団子を入れ、ひと煮立ちさせる。小口切りにした薬

味ネギを盛り付けて出来上がり。 

鶏もも肉…１００ｇ  酒（下味用）…小さじ１  大根…５ｃｍ 
人参…１／４本  しいたけ…３個     里芋…２～３個 
長ネギ…１／２本  薬味ネギ…適量     だし…８００～９００ml 
醤油…大さじ１  塩…小さじ１     油…大さじ１ 
〈かぼちゃ団子〉 
かぼちゃ…３０ｇ  白玉粉…５０ｇ     絹ごし豆腐…６０ｇ 

約２０個分 ４人分 

・親子でお友達も一緒に料理をして作る楽しさ、一緒に食べる楽しさを知れた気がします。（親） 

・包丁や火を使うことも子どもにさせてくれて、良い経験になりました。（親） 

・食事と季節の関係を学べるのも良かったです。（親） 

・おもちをつくるのがたのしかったよ。おもちをたべるのがたのしかったよ。（子） 
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ふ れ あ い 広 場   ～みんなが集う、学ぶ、語り合う場 ミューいしがせ～ 

 

問合せ先   〒474-0035  
大府市江端町４－１ 石ヶ瀬会館内 
ＴＥＬ：（０５６２）４８－０５８８ 
ＦＡＸ：（０５６２）４４－９１４４ 

ＨＰアドレス：ｈｔｔｐ//ｗｗｗ．ｍｅｄｉａｓ．ｎｅ．ｊｐ/~ｍｙｕｐｌａｎ/ 

E メール：ｍｉｓｉｇａｓｅ＠ｍａ．ｍｅｄｉａｓ．ｎｅ．ｊｐ 

ミューいしがせには、利用者の皆様におくつろぎいただける図書

コーナーがあります。4 ヶ月に 1 度、新刊も入りますので、ぜひ

ご利用ください。今回は新刊のご紹介をさせていただきます。 

図書館だより 

年末大掃除を行いました 

12月 9日（土）年末大掃除を行いました。たくさんの利用者

の方にご協力いただき、とてもキレイになりました。掃除終了後

は、ロビーにてお茶とお菓子を囲み、交流会を行いました。ご協

力いただきました皆様、ありがとうございました。 

また、会館ホールの天井工事では、ご不便おかけし申し訳あり

ません。3月 5日までご協力お願いいたします。 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

ご意見・ご感想を 
ミューぷらん・おおぶ
までお寄せ下さい。 
問合せ先のＴＥＬ・ 
ＦＡＸまでどうぞ！ 
 

❋ 
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私たちは体の不調は手当す
るのに、心の不調になると
なぜお手上げなのか。ＮＹ
の人気セラピストが 7 つの
心の傷を取り上げて症状と
手当の方法を紹介 

悩みは「消す」ことがで
きる。そして、それには
「方法」がある。あらゆ
る悩みが消えていくブッ
タの超・合理的な「考え
方」を紹介 

貧困と女性、そして子ども
たちに今いったい何が起こ
っているのか？新聞にも載
らない小さな事件も丁寧に
取材した渾身ルポ 

女の子になりたいテディ
ベアのトーマス。大好き
な友達ベロニカに打ち明
けたらベロニカはどうす
るだろうか・・。ジェン
ダーと友情について描か
れたやさしいお話。 
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