男女がいきいきと輝いて暮らせるまち「おおぶ」を目指す
№２８

２０１９．３

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

２月７日（木）、メンズカレッジ・レディー
スカレッジ、子育てサロン合同講座として、岡
NPO 法人ミューぷらん・おおぶ 安達

村市長を囲んで「こんなまちであったらいい
な、市長への提案」を開催しました。
平成９年に初めて開催してから、今年で２２
回目を迎えます。市長に直接質問できる貴重な
場として、各講座学んだ事柄の中で感じたこと
など発表をしました。
メンズカレッジが質問した「おおぶの街づく
り」に関しては、大府市が力を入れて取り組ん
でいる「子育て支援」
「高齢者支援」
「街の賑わ
いづくり」の三本柱について市長から詳しくお

岡村秀人市長

話を伺うことができました。
子育てサロンからは「放課後子どもプラ
ン」について質問があり、大府市は他市と違
い各学区すべてに児童センターがあること
や、４月には保育園が増えることなど、子育
て支援についての現状を知ることができま
した。講座の中で、市長から大府市のビジョ
ンを伺えることは、とても貴重な時間とな
りました。

東京都の中野区、

【感想】
世田谷区では
この４月から
■市長にいろいろな声を届けられる良い機会なので、
区立中学校の制服を
ぜひ続けてほしい。
性別に関係なく
■合同講座なので、他の講座がどのような活動をしているのか、 自由選択できるように
知ることができてよかった。
なります
■講座生の質問に、市長が自ら答えてくださり、とても親しみを感じ
ました。各講座からの提案もとても心強く、今の大府市の問題点が分かりました。
今回出た問題点を改善していただき、これからもたくさんの人が来てくれる大府市
にしてほしいです。
■市長のお話を直接聞ける場があることはとてもいいと思います。
大府市がどんなことに頑張っているのか、広報などでは知れない情報を知ることが
できてよかった。
-６-
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暴力のない社会を目指して
男女間における暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。男性優位社会であることや男女
の経済格差など社会構造を背景に女性が被害者となるケースがほとんどです。女性に対する暴力の根絶
は、男女共同参画社会の実現のための重要課題の一つといえます。

若年層を取り巻く性暴力の現状は？
近年、ようやく日本でも、若年層の性暴力被害について関心が寄せられるようになりました。
統計上、性暴力被害者の多くは若年層が占めます。
「犯罪白書」の強姦および強制わいせつ被害者
の年齢別構成比をみると、もっとも多いのは２０歳代であり、１３歳から１９歳も３割以上を占
めます（法務省犯罪白書平成２７年度版）
。しかし、今までは若年層の性暴力被害について特化し
た被害者支援や防止政策は図られてきませんでした。

ようやく始まった国の政策
２０１６年に公表された、若年層の性暴力被害政策についてまとめた「性犯罪・性暴力被害根絶
のための１０の提言」では、刑法改正を含む性犯罪の罰則の強化と性犯罪被害者支援ワンストップ
センター（注１）の設置促進がうたわれました。
提言では「１０代、２０代の女性は性暴力にあっても、誰にも相談できず、自分だけで抱え込み、
顕在化しにくく、支援になかなかつながらない」ことを指摘し、若年性暴力被害の実態や相談支援
の現状を把握した上で、今後の相談・支援の在り方について検討することをまとめています。
近年問題となっている「ＪＫビジネス」についても、２０１９年に関係府省対策会議が設置され、
今後の対策が決定されました。今後の成果が期待されます。
（注１）被害者に対し被害直後から医師による心身の治療、相談、法的支援など、総合的な支援を一ヶ所で提供し、被害者の
心身の回復を図るとともに、被害の潜在化を防止することを目的として設置されたもの
参考）吹田市男女共同参画センター調査研究報告

若い世代における「交際相手からの暴力
デートＤＶって知ってる？
日常の何気ない言動の中に暴力に該当するものや、暴力につながりかねないものが潜んでいます。
若者がデートＤＶを知ることで、加害者にも、被害者にもなることなく、暴力に無縁で、対等な人
間関係が築いていけるよう、私たち大人も伝えていくことが必要です。

デートＤＶの種類
身体的暴力

言葉の暴力
心理的暴力
デート DV とは、愛情があっても
相手を束縛して苦しめている事です

をぶつけること
「バカ」
「デブ」など傷つく
ことを言うなど
メールや電話の着信履歴

（行動の監視・管理） をチェックするなど。

デートＤＶ=【言葉・態度による暴力】
↓
束縛

×

たたく、つねる、相手に物

性的暴力

経済的暴力
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無理やり性的行為をする
など
デート費用などいつもお
金を払わせること

講座レポート

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。
ミューいしがせでも、夫や恋人からの暴力「ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）」の実状
について幅広く知ってもらうために、毎年１１月にロビーをパープルに飾り、ＤＶシンポジウ
ムを開催しています。第１３回目のシンポジウムには、一般社団法人ＷＡＮＡ関西・代表理事
の藤木美奈子さんをお招きし、
「傷つけ合う家族」をテーマにご講演いただきました。

講師プロフィール
講師

藤木美奈子さん

貧しいシングルマザーの子どもとして全国を転々とし、
児童虐待、ＤＶ被害を経験する。女子刑務所刑務官を経て、
1995 年雇用されずに働く女性の社会的自立を支援する
ＮＰＯ法人ＷＡＮＡ関西を設立。
活動 21 年目。
現在は実践研究者として、貧困シングルマザーや
精神に障がいのある方のエンパワメントを目的に
自尊感情回復プログラム「ＳＥＰ」を展開、
講演や研修の講師として全国で活躍する。
著書に「傷つけ合う家族」、
「親に壊された心の治し方」他多数。

講演では、ご自身の経験をもとになぜＤＶが起
こるのか、細かに説明されました。その中でも生
育過程において親からもたらされた傷つき「育ち
の傷」が様々な問題行動（とりわけ対人関係）の
要因になるとのこと。
「育ちの傷」を抱える人の
共通点は、考えがマイナス思考で感情が不安定
「どうせ自分なんて・・」と自尊感情の低さが問
題となってきます。
しかし、この「育ちの傷」はトレーニングで克
服できます。そのトレーニングとは・・・
＜ＳＥＰ：自尊感情回復プログラム＞
①自身の生きづらさは「生育環境の影響」が大き
いという理解→②自分を責めない、自分をラクに
する新しい考え方の学習→③新しい考え方を生
活の中で習慣化する練習
この３つが揃えば「育ちの傷」が癒え、自尊感情
が回復できます。
講演の最後には「どんな人生もいいものだ。人
生の価値は、あなたがこれまでに経験した学びの
量にある。険しい山を選んだ人生に胸を張れ。」
と希望の言葉を残され、参加者の心に響く講演会
となりました。

-３-６-

書籍紹介
「親に壊された心の治し方」

「育ちの傷」による問題行動は負の連
鎖を生み出します。その連鎖を断つ確
かな方法「SEP（自尊感情回復プログ
ラム）」を本書で初めて公開！

大府市小中学校初任者研修
13 人に 1 人と言われるセクシュアルマイノリティへの理解を教育現場でも深めてもらうために、昨年 8
月、ＮＰＯ法人ミューぷらん・おおぶが講師を派遣し、初めて市内の小中学校初任者研修でＬＧＢＴについ
て研修会を行い、２０名の新任の先生方にご参加いただきました。先生方はＬＧＢＴの基礎知識を学んだ後、
当事者の方たちから直接話を聴き、理解を深めました。学校におけるＬＧＢＴの当事者の子どもたちの生き
づらさが叫ばれる今日この頃、研修前と研修後、先生方の気持ちはどのように動いたのでしょうか。

ＬＧＢＴの基礎知識
■ＬＧＢＴとは
以下の４つの頭文字をとったセクシュアルマイノリティの総称の一つ
Ｌ（レズビアン）…女性同性愛者
Ｇ（ゲイ）…男性同性愛者
Ｂ（バイセクシュアル）…両性愛者
Ｔ（トランスジェンダー）…からだの性と心の性に違和感がある人

■セクシュアリティのあり方
①からだの性（生物的性）、②こころの性（性自認）、③好きになる性（性的指向）
、
④表現する性（性表現）の 4 つの組み合わせで決まるので、多様な形がある。

■ＬＧＢＴの割合
約 7.6％＝13 人に 1 人（左利きの人またはＡＢ型の人口と同じくらい）

■教育現場におけるＬＧＢＴ
・約６割のＬＧＢＴの子どもが教育現場でいじめや暴力を受けたことがある。
・約７割のトランスジェンダー（性同一性障害など）が自殺念慮を抱いたことがある。
（参考）当日の配布資料 より

当日講演をしてくださったのは、ＮＰＯ法人ＡＳＴＡの幸奈さん。幸奈さんは男性として生まれ、心
は女性のトランスジェンダー。そして好きになる性は女性のレズビアンです。愛知県内で女性として教
員をされています。ＬＧＢＴの当事者ではなくても、誰もが性的指向と性自認においては当事者であり、
それらを考えることはすべての人の「生きやすさ」につながるということ、本人の了解を得ずに公にし
ていない性的指向や性自認を第三者に暴露する行為（アウティング）はしてはいけないことなどを学び
ました。そして、ＬＧＢＴだけでなく、いろいろなことで困っている方の「Ａｌｌｙ（アライ）」（支援
者・同胞・味方という意味）になってくださいと、おっしゃった言葉が印象的でした。
Ni
Ni

■参加した先生方の感想

・いろいろな講師のお話を聴いて、当事者は特別ではないということ、性というよりも個性としてとらえ
ることが大切だと分かりました。
・無意識のうちに話していることでも、もしかしたら子どもを傷つけることになるかもしれないと学んだ。
・人生観が広がったような気がします。
・私はカミングアウトをしやすい社会になると良いと思っていましたが、「そもそもカミングアウトをし
なくても生きやすい社会になると良い」という考えに驚きました。
・カナダで生活した経験があり、カナダのトランスジェンダーの方々への理解は、特別ではない自然なも
のとして感動しましたが、日本の教育に関わることになって、その理解のなさに驚きました。
・人として誰もがその存在を尊重される世界になってほしいと思います。
・みんな違ってみんないいと思え、多様性が認められる社会になればと改めて感じました。
-４-６-

■研修前・研修後の先生方のイメージの変化（アンケートより）
家族にセクシュアルマイノリティがいたら抵抗がある

研修後

研修前

抵抗はないが
35％ＵＰ

人の考え方が自分と違っても、拒否せず尊重できる

強く思うが
35％UP
差別や偏見がなく多様性が認められる社会にしたい

強く思うが
全体の 95％に

ＬＧＢＴに対するイメージの変化だけに限らず、
「人の考え方が自分と違っても拒否せず尊重でき
る」などの項目でも、研修前後で明らかな変化が見られました。
多様性の時代、お互いがお互いの個性や生き方を認められる社会になってほしいものですね。

H30 年度のミューいしがせの
相談件数と相談内容

女性の悩みごと電話相談
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。

１０月

１１月

１２月

１月

電

話

70

71

48

46

面

接

19

19

15

17

3

3

2

1

その他

相談件数 314 件（内 DV120 件）

専門相談員による女性のための面接相談日

法律相談
3%
学習相談
7％
家庭
支援措置
28%
6％

※ ３月４日（月）・１８日（月）
※ ４月１日（月）・１５日（月）
※ ５月２０日（月）
※ ６月３日（月）・２４日（月）
弁護士による女性のための法律相談日

その他
37%

※ ５月８日（水） ７月１０日（水）
面接相談・法律相談は予約制です。
-５-６-

生活
近隣･職場 11%
8%

講座レポート

管理職セミナー

10 月～11 月
3 回開催

未来のカギを握るのはボスだ！
これからのボスに必要なノウハウとは？
少子高齢化社会を迎え、労働力の減少が懸念される時代、子育てや介護など時間に制約のある従業員の活用や、
職場の多様性がますます求められます。管理職セミナーでは、部下のマネジメントや職場のメンタルヘルスなど、
企業成長に必要な管理職のノウハウについて学びました。

第

１回 １０月１７日（水）

講師：榊原陽子（NPO 法人ファザーリング・ジャパン会員・社会保険労務士）

企業成長に必要な部下のマネジメント・効果的なリーダーシップ
～業績と笑顔が共に増える職場づくりとは？～
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。
《参加者ひとこと》
・自分のマネジメントに欠けている部分に気づけたり、心がけると良い点を確認でき良かった。
・リーダーに必要な具体的手法がためになった。

第

２回 １１月７日（水）

講師：斎藤政彦（大同特殊鋼㈱統括産業医）

職場のメンタルヘルス・～部下がうつ病？その時、上司はどうする？～
産業医として数多くの事例にあたられた斎藤氏より、職場のメンタルヘルス対策に
ついて学びました。
《参加者ひとこと》
・新型うつを再確認できた。実例を示しての内容は、自社の現状に重ねやすく、分かりやすかった。

第

３回 １１月２１日（水）

講師：鈴木昌子（ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン会員・㈱リンクアーツ代表）
パネリスト：原 丈衛（豊田合成㈱ 人材育成推進室 グループリーダー）

イクボスマネジメント

中室佳子（大和リース㈱ 名古屋支店 管理三課 課長）

～実践企業に聞く、皆が働きやすい企業経営とは～
「イクボス」の実践をしている企業より、パネリストを招き、具体的事例や
ボスとして部下と関わるコツなどについてお話を伺いました。
※イクボスとは・・職場で共に働く部下の仕事と生活の両立を考え、その人のキャリアも
応援しながら、組織の業績も結果を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができ
る上司（経営者・管理職）のこと

《参加者ひとこと》
・具体的な取組について、自分のグループでも実践しようと思いました。
来年度も 3 回コースで開催します。
-６-６-

平成３１年度 ＮＰＯ法人ミューぷらん・おおぶ主催講座

男性の生活自立のための講座
ＮＰＯの主催講座である「男性の生活自立のための講座」
。
毎月１～2 回のペースで、講座生は料理の腕を磨いています♪
1 年を通して講座生に指導している岡本桂子先生のメニューは栄
養バランスに富んだ料理ばかり！
講座生は毎回真剣に料理に取り組んでいます。
そんな男性の生活自立のための講座のレシピを 1 品ご紹介です。
是非皆さんお家で作ってみてくださいね。

白菜の八宝炒め（４～６人分）

材 料

作 り 方

白菜…1/8 株（400～600ｇ）
（葉と茎に切り分け、葉はザク切、茎は一口大のそぎ切り）
にんじん…1/2 本（60ｇ）
（皮をむいて、3mm 幅の半月切り）
白ネギ…1 本（80ｇ）
（1cm 幅の斜め切り）
きくらげ…10ｇ（水につけておき、食べやすい大きさに切る）

① A の調味料を作る。
② 中華鍋にサラダ油大さじ１を熱し、
下処理したエビとコウイカを入れてさ

エビ…8 尾（殻を取り、背に切り込みを入れ、背ワタを取る）
塩・酒・片栗粉・各少々（汚れと臭みを取る）

っと炒め、取り出す。
③ 鍋をきれいにして残りのサラダ油大さ

冷凍コウイカ…１杯分（丸くならないように鹿の子切り）
酒…大さじ１

A

じ１を足し、豚肉切り落としを炒め、色

うずら玉子…1 パック（10～12 個）
（茹でる）

水…１カップ（200ｍｌ）
中華スープ…小さじ１
塩…小さじ１
片栗粉…小さじ３
砂糖…小さじ 1/2
しょうゆ…小さじ 1

サラダ油…大さじ２

が変わったら野菜を加えて強火で炒め

豚肉切り落とし…120～180ｇ
酒・片栗粉…各適宜

る。
④ しんなりしたら①の調味料を底の方か
らよく混ぜて注ぎ入れる。とろみが出
たら、茹でたうずら玉子を入れ、軽く混
ぜ火を止める。

健康体操Ⅰ

４月からの
新しい仲間を
募集中！

「男女が健康で１００歳まで自分の足で歩こう」
を合言葉に誰でもできる簡単な運動を行います。
是非皆さんご参加ください。
日

時：毎月第１・３・５月曜日
午後 1 時半～３時
４/１
６/２４
９/２

４/１５

５/２０

６/３

６/１７

７/１

７/２９

８/５

８/１９

９/３０

対

象：一般

講

師：健康体操教室

全１２回

ハローフレンズ

みんなで楽しく
イノア

いい汗流そう♪

戸田みゆき・森山治子・青木京子
料

金：６，０００円

持ち物：バスタオル

又は

ヨガマット

動きやすい服装でお越しください

お申込み：料金を添えて石ヶ瀬会館窓口にてお申し込みください

-７-６-

❋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～

ミューいしがせの図書コーナーに、続々と新刊が仲間入りしています♪
今年度入った本の中から３冊をご紹介します。
図書コーナーの本は大府市にあるおおぶ文化交流の杜ａｌｌｏｂｕの図書館カードで借りることができます。
「１３歳から知っておきたい
ＬＧＢＴ」
社会のなかで「自分は何者なのか」とい
う問いに向き合い続ける約 40 名の
LGBT+の生の声を収録しています。全
篇を通じて伝わってくる「人間は多様
であり、どんなアイデンティティも等
しく尊重されるべき」というあたたか
いメッセージに、心揺さぶられる一冊
です。
アシュリー・マーデル/著
須川綾子/訳
ダイヤモンド社

「認知症の人を理解したいと
思ったとき読む本」
どうしてこんな行動をするの？
いった何を考えているの？
軽度認知症の不可解な行動に戸惑い、振り
回される家族に向けて、患者が生きている
世界を訪問診療を行う専門医が説き明か
し、接し方と介護のコツが見えてきます。
内門大丈/監修
大和出版

「顔ニモマケズ」
リンパ管腫、動静脈奇形、全身型
円形脱毛症、アルビノ…。人とは
違う見た目に悩み抜いてきた人た
ちがつかんだ「幸せに生きるため
の方法」とは。
「見た目が９割」の現代社会で、
どんな「見た目」でも幸せになれ
ることを証明した 9 人の物語。
水野敬也/著
文響社

日本女性会議に参加しました
10 月 12 日～14 日「日本女性会議 in 金沢」が開催され、理事他有志数名が参
加してきました。女性能楽師の記念講演や、分科会では、ＤＶ・ハラスメント
について学ぶことができました。
※日本女性会議とは、女性を取り巻く課題や解決策を探るとともに、参加者相
互の交流促進やネットワークを図ることを目的とし、毎年、全国から約 2,000
人の参加者が集まる会議です。2020 年には刈谷市にて開催予定です。

休館日変更のお知らせ

５月１日（水）
・6 月３０日（日）は休館とさせていただきます。
（ただし、6 月 24 日（月）は開館いたします。
）
変則的となりますが、お間違えの無いようお願いいたします。

問合せ先

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・メールでどうぞ！

〒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

-８-６-

