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男女共同参画

■ 男女共同参画センター事業報告（8 月～11 月）

■ 第 2 回講座

日時：令和元年 8 月 27 日（火）
見学先：キヤノンモールド㈱阿見事業所

8/27（火）、女性活躍推進「ものづくりの現場で働

参加者の声（参加者：親子 31 人）

くお母さん」と題して、小学生とその保護者を対象に

●工場見学が初めてだったのでとても良い経験をさせて

“夏休み親子で工場見学”を実施。福田工業団地、金型製

いただきました（40 代男性）

造の「キヤノンモールド㈱阿見事業所」を見学しまし

●見学の説明がわかりやすく大変良かった。従業員の方

た。始めての企画でしたが、多くのご家族の参加応募が

と話ができてよかった（70 代男性）

あり大変好評でした。子どもたちは自分の名前が彫られ

●キヤノンは福利厚生が充実している（30 代女性）

た金属板（ネームプレート）の「磨き」作業で「ものづ

●キヤノンは「カメラ」「プリンター」のイメージだっ

くり」の仕事を体験！

たが、ヨーグルトの容器やＤＶＤのケースも作っていて

工場見学後保護者と会社従業員

による懇談会では、仕事と育児・介護等の両立支援制度

金型で作られる技術にとても驚いた（30 代女性）

の充実など女性が安心して活躍できる職場づくりの取組

●身近なものが“キヤノン”で作られていると知り、また

みについて話を伺いました。なお、この見学会の模様は

仕事をしている人達の精密さが伝わり見学させていただ

“茨城新聞”にも掲載されました。

きよかったです（40 代女性）

お問合せ先：阿見町男女共同参画センター
〒300-0333 阿見町若栗 1886-1 阿見町立中央公民館 1 階
TEL・FAX

029-896-3181 E-mail chokatsu-ofc@town.ami.lg.jp

開館時間

9：00～17：00

休館日

月曜日（祝日の場合は翌日も休み）・祝祭日・年末年始

県女性プラザ「子育て世代のワークライフバランス講座」 公開講演会

■ 第 3 回講座

「100 倍楽しくなる仕事と人生」
日時 令和元年 9 月 18 日（水）14：00～15：30
場所 レイクエコー（茨城県女性プラザ）
講師

川村妙慶氏
（真宗大谷派僧侶・フリーアナウンサー）

9/18（水）、真宗大谷派僧侶でアナウンサーの川村妙慶氏
による県女性プラザ公開講演会に町民 30 人が参加。
仏教の教えを元に、悩みの多い人生の中で、前向きな生き
方となるヒントを話してくださいました。

参加者の声（参加者：30 人）
●「これからがこれまでを変える」とても大切だと思った（５０代男性）
●困難の中における人生の前向きな生き方が学べてよかった（70 代男性）
●聞くことの大切さ、心の不安をやすらぐを教えて頂いた（５０代女性）
●人間を決めつけてみない！人生に答えはない。答えを出さない。（７０代女性）
●決めつけたり、答えを出さず観察しよく考えて行動することの大切さを教わった（７０代女性）
●久しぶりに講座を受けたが今日は本当に良かった。もっとゆったり生きていこうと考えた！（７０代女性）

■ 「さわやかフェア 2019」 ブース出展！

10/27(日)
町総合保健福祉会館

10/27（日）、町総合保健福祉会館等を会場に「さ
わやかフェア 2019」が開催されました。当センターで
は、男女共同参画の啓発として 3 回目のブース出展で
す。H30～Ｒ元年度の事業パネル展示及び男女共同参
画に関するシールアンケートを実施。500 人を上回る
みなさんに参加していただき、シールを貼るスペース
が無くなるほどの大盛況でした。

■「シールアンケート」集計結果（抜粋）
Ｑ

あなたは家で、家事や育児、介護をしていますか（人）

男性

女性

計

している

86

265

351

していない

31

50

81

どちらともいえない

29

35

64

▼パープルリボン
女性に対する暴力をなくす運動のシンボルカラー

11/12（火）～11/22（金）
中央公民館展示ホール

■ 男女共同参画月間パネル展

毎年 11 月は、茨城県男女共同参画推進月間であり、11/12～
11/25 までの 2 週間は、国の「女性に対する暴力をなくす運
動」実施期間です。今年度は、ＤＶと児童虐待を取り上げていま
す。ＤＶのある家庭では子どもに対する暴力が同時に起きている
場合があり、子どもがＤＶ場面を目の当たりにすることは、子ど
もへの心理的虐待にあたります。家庭内の暴力からは一人では抜
け出せません。我慢しないで、まずは相談してください。
阿見町ではより多くの方々に「女性に対する暴力」に関心を持
令和元年度
「女性に対する暴力をなくす運動ポスター」

▼参加者の声
●女性へのハラスメントについ
てモラハラなど新しい被害を取
り上げてくれてよかった。
周りでも被害を訴える人がいる
ので深く取り上げてほしい。

っていただく為、11/12～11/22 の期間、「女性に対する暴力
の撲滅」をテーマにパネル展示とパープルリボンツリーで啓発活

●近年男性にもＤＶを受ける
ことを聞く機会が多くなって
きた。

動を実施しました。

来場者 79 人

▼DV 被害の相談窓口

●阿見町の相談件数がリアル
で実感した。
●阿見町の状況がよくわかった。

町役場男女共同参画推進室
牛久警察署
茨城県女性相談センター

電話 029-888-1111
電話 029-871-0110
電話 029-221-4166

（茨城県配偶者暴力相談支援センター）
●「女性に対する」というタ
イトルを「パートナーに対す
る」などにした方がよい。

●男→男、女→女でのセクハラ
がある事を初めて知った。

ここにでんわ

DV 相談ナビ

電話 0570-0-55210

■ 男女共同参画推進団体の活動紹介
ひ

と

●あみ・男女・まち・ねっと『出前講座』活動
依頼団体

期日

時間

中央西
しらゆり会

10/17
（木）

19：30

阿見町
商工会女性部

11/22
（木）

友遊会

11/25
（月）

場所

参加人数

老い支度・防災について

会議室

24 人

横田・小松澤

13：30

男女共同参画社会・老い支度
健康体操･防災

阿見町
商工会

27 人

横田・小松澤・菅原
稲葉・丸山

13：30

防災・老い支度について

中央西
公会堂

28 人

横田・丸山

10/17（木）出前講座（しらゆり会）

主な内容

11/22（木）出前講座（商工会）

講師

11/25（月）出前講座（友遊会）

●のらボーイ＆のらガール 『親子でそばづくり』 第 2 弾！

そばの収穫！ 11/2（土）のらっくす農園（阿見町上条）
11/2（土）秋そばの収穫イベントをしました！

参加者
親子 9 組
31 人

秋空のもと、いよいよ 8/10 に種まきをしたそばの収穫で
せん ば

す。畑のそばを刈り取った後、昔（江戸時代）の道具、千歯
とうみ

こき（脱穀機）や唐箕について体験学習。農学部の学生指導

❖「のらボーイ＆のらガール」

のもと親子でそばの収穫・レクリエーションを楽しみまし

茨城大学農学部の学生が行う地域参画プロジェクト。

た。第 3 弾のそば打ちが楽しみです。

地域連携と共に食農教育を実施しています。

▲そばの実の収穫です！

▲千歯こき：くし状の歯に引っ掛けてそばの実を取ります

■ 今後の男女共同参画センター事業予定
項目
人権啓発
講演会

テーマ及び内容
「国や人種が違っても周りの人や
社会への思いやり」

講師：ダニエル・カール氏（タレント）

予定日

定員

12 月 8 日（日）

300 人

募集開始

主催：阿見町・町教育委員会
第4回
講座

第5回
講座

パネル展

-法テラス茨城共催事業-

「相続に関する民法改正について」

1 月 25 日（土）

30 人

12 月 20 日
（金）
広報あみ掲載

30 人

1 月 24 日
（金）
広報あみ掲載

講師：弁護士 漆川雄一郎 氏（法テラス牛久）
-男女共同参画の視点に立った防災-

「もし、自然災害がおこったら」

2 月 29 日（土）

講師：NPO 法人茨城県防災士会

阿見町男女共同参画社会推進の歩み
～センター開設 5 周年の歩み～

1 月 23 日(木)
～1 月 31 日（金）

※詳しくは広報あみ、町ホームページ、ポスター等をご覧ください。

