
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２月５日（金）、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、まちづくりについて岡村市

長のお話を聞いたり、講座生から提案をする「こんなまちで

あったらいいな」を開催しました。 

 講座の冒頭、市長からコロナ禍における大府市の対策や

今後のワクチン接種等に対する取組のお話などを伺うこと

ができ、不安な状況が続く中、市長から直接お話を聞けたこ

とは、講座生にとって大きな安心となりました。 

 また、各講座からの提案に対し、とても丁寧にお答えいた

だきました。 

 

令和２年度 合同講座  
～市長への提案・こんなまちであったらいいな～ 

  №３３  ２０２１．３ 

男女がいきいきと輝いて暮らせるまち「おおぶ」を目指す 

 

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 

岡村秀人市長 

※講座時には感染対策を徹底して開催しております 

 レディースカレッジからの「政策・方針決定過程

への女性の参画と活躍」についての質問では、会議

等の場において、少しづつ女性の割合が増えている

ものの、目標である４０％にはまだ達成していない

ので、駅前のにぎわいづくりや防災などの避難所運

営など、様々な場面で、ソフト面、ハード面の両方

で女性の意見を取り入れる努力を今後もしていく

と回答をいただきました。 

 メンズカレッジのコロナ禍における今後の取組

への質問については、コロナで新しい仕事や会議の

在り方など、プラス面の発見もあった。今後も続く

活動制限の中でも、市民の健康を守る健康長寿塾な

ど対策をしながら展開していくと回答されました。 

  

 

【講座生の感想】 

・市長さんの生の声を聞くことができ、市との距離感

が身近になった。 

・市長さんから前向きな取組のお話が聞けて有意 

義な時間でした。 
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参照：FAIR TRADE JAPAN ホームページ 

特定非営利活動法人シャプラニール＝市民による 

海外協力の会ホームページ 

エシカル消費という言葉を聞いたことがありますか？「倫理的な消費」という意味で、環境や社

会問題の解決に貢献できる商品を購入し、そうでない商品は購入しないという消費活動のことをい

います。例えば、環境を汚さないオーガニックコットンや天然染料を使った製品を購入すること、

環境負荷の少ない無農薬・減農薬の農作物を購入すること、大量生産や廃棄を促進するようなファ

ストファッションを購入しない、児童労働の上に成り立つ商品を購入しないことなど様々です。 

その中のひとつの選択としてフェアトレード商品の購入があげられます。フェアトレードという

言葉を聞いたことがある方は多いとは思いますが、いったいどんな仕組みなのでしょうか。 

日本では途上国で生産された日用品や食料品

が、驚くほど安い価格で販売されていることがあ

ります。一方、生産国ではその安さを生み出すた

め、正当な対価が生産者に支払われなかったり、

生産性を上げるために必要以上の農薬が使用され

環境が破壊されたり、生産する人の健康に害を及

ぼしたり、子どもが労働者として扱われ教育を受

ける機会を失うといった事態が起こっています。 

フェアトレードとは途上国の経済的社会的に弱

い立場にある生産者と経済的社会的に強い立場に

ある先進国の消費者が対等な立場で行う貿易で

す。適正な賃金の支払いや労働環境の整備などを

通して生産者の生活向上を図ることが第一の目的

です。 

 

10のフェアトレード基準 
（世界フェアトレード連盟WFTO） 

・生産者に仕事の機会を提供する 

・事業の透明性を保ち、説明責任を果たす 

・生産者の能力向上に取り組む 

・フェアトレードの普及・推進をする 

・生産者に公正な対価を支払う 

・性別に関わりなく平等な機会を提供する 

・安全で健康的な労働条件を守る 

・児童労働の撤廃に務める 

・自然環境に配慮する 

・信頼と相互尊重に基づいて貿易を行う 

フェアトレードイメージ図 

国際フェアトレード認証ラベル 

製品に対するフェアトレード認証。 
原料が生産されてから、輸出入、加工、
製造工程を経て完成品となるまでの各
工程で、国際フェアトレード基準が守ら
れていることを証明するラベル。 

世界フェアトレード連盟認証ラベル 

団体に対するフェアトレード認証。 
生産者の労働条件、賃金、児童労働、環
境などに関して基準を満たしているこ
とを認められた団体が取得。 

 フェアトレード商品はチョコやコーヒーやバナ

ナなどが有名ですが、近年ではスーパーでもフェア

トレード商品を取り扱う店舗が増えてきました。 

 

 
買い物をする時に 

このマークのついている商品を 
チェックしてみてね。 

マークがついていなくても、 
企業独自の基準を設定した 
フェアトレード商品が 

日本にはたくさんあるよ。 
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2015 年の国際サミットで採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は、「誰一人取り残さ

ない」ことを目標に先進国も発展途上国も区別なく取り組まなければならないという、普遍的な

目標を掲げています。フェアトレードの活動はＳＤＧｓの１７の目標のすべてに繋がり、多くの

ゴールの達成に寄与することが期待されています。 

フェアトレードは阻害された生産者
と労働者の権利と生活を保障する
ことを目的としている。 

フェアトレードは途上国の人々の
自立支援を通して、学校教育や生
涯教育を促進する活動である。 

フェアトレードは途上国の人々の自
立支援を通して、学校教育や生涯
教育を促進する活動である。 

フェアトレードの取引条件は、適切
な労働条件の遂行、価格と支払い条
件の相互の合意、過重な労働時間
をもたらさずに生産できる十分な
時間的配慮などについて書面によ
る契約書をベースに取引されてい
る。 

フェアトレードは消費者が持続可
能な選択をするよう求めることに
より、生産者に対して持続可能な
生産の仕組みを実現できるよう、
フェアな価格の支払いを保証する
ものである。 

フェアトレードは国際貿易に一層の
公平性を求める活動である。先進国
と同様、途上国において一層の持続
性と正義を求めるものである。 

フェアトレードは格差の縮小、人々
の平等の権利などの達成を目指
す。児童労働を含むいかなる子ど
も虐待に反対し、撲滅を目指す。 

フェアトレードは、市民、政府・自治
体、消費者、生産者・企業を巻き込
み、貿易を通して変化と持続可能な
発展を求める貿易パートナーシップ
である。 

参照：FAIR TRADE FORUM JAPAN ホームページ 

   FAIR TRADE STYLE ホームページ 

フェアトレードに携わる女性の多くは、貧困家庭であったり、社会的

階級により差別を受けている人びとが多くいます。彼女たちがフェア

トレードに携わることで能力を伸ばし活躍していることは、彼女たち

の尊厳のある暮らしを守ることにつながります。 

ジェンダーギャップ指数 121 位の日本は、むしろ彼女たちから学ぶ

点が多くあるのかもしれません。 
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「フェアトレードタウン運動」とは、「まちぐるみ」、つまり、まちの行政、企業・商店、市民団体な

どが一体となってフェアトレードの輪を広げることで、不利な立場、弱い立場に置かれた途上国の生産

者の人たちの自立や環境の保護保全に貢献しようとする運動です。 

名古屋市は日本で２番目のフェアトレードタウンとして 2015 年に認定を受けました。大府市でも

現在フェアトレードタウン取得に向けて活動が進んでいます。 

「カーボンニュートラル」という言葉をご存知ですか？人為的に何かを生産した際、排出される二酸

化炭素の量と吸収される二酸化炭素の量が同じであるという概念です。 

2020 年 10 月 26 日、菅義偉内閣総理大臣は「2050 年までに、温室効果ガスの排出を全体とし

てゼロにする、すなわち 2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言し

ました。これは、産業革命以降の気温上昇を 1.5℃以下におさえる努力目標を達成するためのもので

す。地球温暖化は、異常気象や森林火災、飢饉、感染病等の拡大の原因となると言われています。 

 日本では３３の都道府県が 2050 年二酸化炭素排出実質ゼロ表明をしていますが、愛知県はまだ表

明をしていません。大府市は 2021 年１月、ゼロカーボンシティを目指すことを表明しました。また、

愛知県下の市区町村としては、大府市の他に豊田市・みよし市・半田市・岡崎市・大府市・田原市・武

豊町・犬山市・蒲郡市が表明をしています。 

 また、ＳＤＧｓへの自治体の取り組みについて、日本経済新聞社が全国８１５市区を対象に調査した

ところ、人口５万人以上１０万人未満の市区に限ると、大府市が総合評価がトップでした。特に子育て・

子ども支援施策が充実しており、「第６次大府市総合計画」では施策に関連するＳＤＧｓのゴールのア

イコンを表示するなど、ＳＤＧｓに沿った街づくりを打ち出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照：環境省 ホームページ 

経済産業省資源エネルギー庁ホームページ 

日本経済新聞 

環境のために、労働の搾取を受けている人たちのために、また自分たちがサスティナブルな生活を送

るために、私たちにできることはなんでしょうか？エシカル消費を心がける、資源の無駄遣いをしな

い、ゴミの分別を徹底し可燃・不燃ごみを減らす、、、小さなことですが、できることはいろいろありま

す。そして、小さな身近なことについて、世界の状況について、関心を持つことが大切なのではないで

しょうか。 

大量生産・大量消費の社会から持続可能な社会へ。今、世界が大きな転換期を迎えています。 

広報おおぶ 令和３年２月号より 
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昨年はコロナウィルスの影響ですべて開催できなかった講座ですが、来年度４月からは、また新しく

様々な年代の方にご参加いただける講座がスタートします。その一部をご紹介します。 

皆様のご参加、お待ちしています。※詳しくは同封の令和３年度講座のご案内またはＨＰをご覧ください。 

 

メンズカレッジ ウォーキング講座での記念写真！ 
みなさん１０歳若返ったかな？ 

４/２３ 

（金） 

今日から始まる楽しい学び 

～落語で笑って脳を活性化～ 

５/１５ 

（土） 

人生１００年をコーディネート 

～定年後の時間の使い方～ 

 

５/１４ 

（金） 

人生をデザインする 
～生きがいについて考えるワークショップ～ 

６/１１ 

（金） 

大切にしたい自己肯定感 

～私の歩んできた人生を振り返る～ 

 

４/１５ 

（木） 

講座生おしゃべり交流会♪ 
～子育ての悩み、楽しみ方 

何でも話そう～ 

４/２２ 

（木） 

コーチング 

～子どもに寄り添う声掛け～ 

 

５/２６ 

（水） 

ＳＤＧｓ時代の私たちの暮らし方 
～様々なことにＳＤＧｓは繋がっている～ 

７/７ 

（水） 

世界に優しく、地域に優しく、自分に美しく 

～フェアトレードタウンでエシカル消費～ 

 

 
一緒に楽しく 

学びませんか？ 

ホームページはこちら 

メンズカレッジ レディースカレッジ 

子育てサロン 自分力ＵＰ講座 

 

体を動かすと 

気持ちも元気！ 

一緒に運動しませんか？  日 程：毎月第１・３・５月曜日 

     午後１時半～３時 全１１回 

 場 所：ミューいしがせ ホール 

 定 員：３０名程度（先着順） 

 料 金：５，５００円 

 持ち物：バスタオル又はヨガマット 

 申込：ミューいしがせ 

  

～大切にしたい・子どものこころと身体～ ～ＳＤＧｓを知る みんなと生きる・多様性講座～ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 月 22 日（金）レディースカレッジ＆メンズカレッジの合同講座 

「地域の活躍人に聞く・地域活動から得るもの」にて、ミューぷらん・おおぶの理

事が講義を行いました。 

☆「学ぶ」をテーマに、男女共同参画基本法についてのお話 

☆「知る」をテーマに、大府市とＮＰＯの男女共同参画社会の実現に向けてのお話 

☆「啓発」をテーマに、定年後の 1 週間の過ごし方や家庭内での男女共同参画の

在り方について寸劇を交えてお伝えしました。 

専門相談員による女性のための面接相談日 

 

 

 

 

 

 

弁護士による女性のための法律相談日 

５月１２日（水）  ７月１４日（水） 

※面接相談・法律相談は予約制です。 

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。 

家庭

37%

その他

23%

法律相談

3%

令和２年度のミューいしがせの 
相談件数と相談内容 

相談件数（２０７件 内 DV１０４件） 

学習相談 
9％ 

近隣･職場 
6% 

支援措置 
12％ 

 １１月 １２月 １月 ２月 

電 話 ３８ ３７ ４４ ３９ 

面 接 １６ ７ １４ １１ 

その他 ０ ０ １ ０ 

 

生活 
10% 

月 月曜日 木曜日 

４月 ５日 １９日 １日 １５日 

５月 １７日 ３１日 １３日 ２７日 

６月 ７日 ２１日 ３日 １７日 
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２月 2６日（金）子育て中のママに向けて、男女共同参画の視点で夫婦で協力し

て楽しく子育てするコツについて、お話をしました。 

家事育児にパパが積極的に関わることは、子どもの成長にもよい影響を与えます。 

しかし、ママが妻らしく、母らしくという「らしく」に縛られると、うまく頼れな

かったり、気持ちを伝えられず、一人で抱えてしまうこともあります。 

講座では、どんな時もママ自身の自己肯定感を大切にするお話や、夫婦が対等にコ

ミュニケーションをとり、子育て期という今しかないかけがえのない時間を大切

に育んでほしいとお伝えしました。 

性別役割分担意識は 

夫婦の日常にもいっぱい。 

理事による寸劇「夫婦の日常」 
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お出かけマップ おおぶの春  
①

Ｂ 

②

Ｂ 

③

Ｂ 

④

Ｂ 

⑤

Ｂ 

①白魦池（長草町） 

スイレンが有名です

が桜もキレイ 

②石ヶ瀬川緑道（江端町） 

桜もキレイですが、黄色のカラ

シナ、白いユキヤナギもキレイ 

④大府みどり公園 

（北崎町） 

桜もいいが 

水路の様な 

門とフジ 

③吉野熊野神社（吉田町） 

４月第１日曜日、例大祭地元保存会と祭組の

皆さんで行う祭事、桜の木の下で餅投げ 

（今年はコロナ感染防止のため中止です） 

 

⑤延命寺（大東町）山門は仁王門 

桜が合う。絵はお寺のガイドの様子 

 
※地図は大府市ＨＰより 

「ふるさとガイドおおぶ」 

大府市のガイドを承ります。 

JR 大府駅構内「ＫＵＲＵＴＯおおぶ」 

受付：土曜 10～16 時   

ＴＥＬ 0562-51-4329 

食で「春」を感じよう 
 旬の野菜を食べるのは、体にとってもいいですよね。 

春野菜特有の苦味は心身に刺激を与え、身体機能を活発にし、寒い冬から春の目覚めへと私た

ちを導いてくれるのだそうです。春野菜を食べて、元気な身体を作っていきましょう。 

春の 

味噌汁 

材料（２人分）・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・春キャベツ‥１/４玉 ・絹ごし豆腐‥１/２丁 

・油揚げ‥１枚 ・好のだし‥６００㎖ 

・味噌‥大さじ４ ・七味唐辛子‥適宜 

【作り方】 

❶春キャベツは２㎝幅、絹ごし豆腐は２㎝角に、油揚げは短冊切りにする。 

❷鍋に６００㎖のだしを入れ、湧いてきたら❶をすべて入れて火を通す。 

❸キャベツに火が通ったら、味噌大さじ４を溶き入れ 

 沸騰直前まで熱くして火を止め、椀に盛る。 

 お好みで七味唐辛子をふっても美味しい。 

 

キャベツには豊富なビタ

ミンと胃の粘膜を修復

し肝臓の機能を回復す

る効果もあります！ 
参照：書籍「粗食」のきほんより 

この時期に紹介したい大府の風景を 

私が描いた油彩画でご紹介します 

ミューぷらん・おおぶ理事 平井昭三 



 

 

 

令和２年度も３月で終わりを迎えます。 

本年度も会員の皆様にはご理解・ご協力を

賜り、本当にありがとうございました。 

まだコロナ禍は続きますが、来年度もＮＰ

Ｏ法人ミューぷらん・おおぶは、男女共同参

画社会の実現を目指し邁進してまいります。 

来年度もご支援の程よろしくお願い申し

上げます。 

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・メールでどうぞ！ 
 

❋ 

 

 

会 員 の 皆 様 へ   ～みんなが集う、学ぶ、語り合う場 ミューいしがせ～ 

 

新 着 図 書 紹 介 ❋ 

 

 

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 
 

 

正会員ご継続の方へ、 

地球と人に優しいフェアトレード

商品をプレゼント！ 

「やってもやっても終わらな
い名もなき家事に名前をつけ

たらその多さに驚いた。」 
家事をしていたら、いつの間に

か 1 日が終わっていた……。 

それもそのはず。家事なんて無

限にあるんだから! 

「家事は女の仕事」なんて時代

は、もう終わった――。 

梅田悟司/著 

サンマーク出版 

「肉体のジェンダーを笑うな」 
もし夫の胸から「母乳」ならぬ

「父乳」が出たら!? 

PMS(月経前症候群)を体験できる

サーフボードがあったら? 

旧来的な性別役割をユーモラスに

ひっくり返す、想像力にあふれた

小説集。 

山崎ナオコーラ/著 

集英社 

「りすの四季だより」 
防災をマニュアル化するのではなく、 

アウトドアの知恵と技術を使って 

「読者と生き延びるための『知恵』を 

分かち合う」ことを目指した本。 

あんどうりす/著 

新建新聞社 

図書コーナーに新しく仲間入り

した本の紹介です。 


