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笑顔とハミングを組み合わせた言葉

「笑顔で、さわやかなメロディのように

男女の平等参画を目指して」
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男女のそれぞれの音（個性）が社会の中で

美しいメロディとなりハーモニーを奏でていきます

はじめまして～

私たち、えみんと

みんぐ、二人合わせて

「えみんぐ」で一す 昏
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「男女平等参画」って

難しい言葉だけど、

実はみんなの生活に

深く関係してるんだって！

これから僕たちと一緒に

勉強していこうよ！
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どんな時に男女平等じゃないって思うかな家庭で職場で柱会違念
として

）

学校ではいつも
平等だったのに、

女の人が就職・
結婚するとなぜ
か平等じゃない
感じ
　　　　　　　ノ

レストランで男性だけ

「大盛にしますか？」と

聞かれるのはなぜ？

（私だって食べたいのに…）

（僕はあまり食べないのに…）

レディスデーはある

けどメンズデーって

少ないよね

仕事を辞めて子育てすると、

再就職するときに、子供が

いるから就職口がない、「預

け先を決めなさい」と言わ

れるが、預け先には仕事を

していないと預けられない。

矛盾してない？
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子どもが大きくなっ

てから仕事をしたく

ても、年齢で切られ

るから仕事がない！
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共働きしているのに、家事

はほとんど妻がしている。

仕事の負担は同じなのに、

家事の負担が違うのはなぜ？
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女性はデートの時、

おごってもらうの

が当たり前だと思

っていないかな？
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男だから重い物を持っ

て当然という態度をと

られる。

「男らしくしろ」とか、

「男は泣くな」とか、

「男の生き様は」とか、
男、男と続が大きいよ。
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　　　　　　家族の介護をする
　　　　　ト’．
、．。・ゲ．鴨 `　のは、女性だけ…？

確かに昔は女の人ばかりが介護して

いたけど、今は男性の介護士さんも

いるはずだし、男の人にしか出来な

い介護もあるんじゃないのかな。
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じゃあ、今の介護の現場で男女差は

あるのかな。

ちょっと調べてみたいね。
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｡回は『介護』をテーマに男女平等を考えてみました。

引際に介護の現陽から

「　　一　一一．．　社会福祉法人　北海長正会　四恩園

　富ヶ岡509－31　盈373－7755（訪問介護）紐373－8801（訪問看護）臼373－6655（通所介護・介護保健施設等）

サービス内容／居宅介護支援・訪問介護・訪問看護・通所介護・短期入所生活介護

　特養部・デイサービスセンターでは、ご利用されるお客様は圧倒的に女性

が多く、「同性介護」を基本にしているデイサービスセンターにおいては、当然、

入浴、排泄介護等で男性職員が女性のお客様の介護にあたる場面は限られ
てしまいます。

　しかし、「男性職員は必要ない」かと言われると決してそうではありません。

男性職員が中心となって行なわなければならない業務もありますし、性別で

能力に差が出る仕事とは思えません。お客様の利用状況に合わせて、バラン

スよく男性職員を配置しているのが現状です。

　ここ数年、北広島商工会主催のホームヘルパー養成講座に四恩園で関わ

やはり介護の現場において・介護の担し’手＝女性とし、う現実は否めま肱「讐羅欝疑漸欝爾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．」

らせていただいていますが、男性の受講者も徐々に増えています。興味を持って受講されることは大変喜ばしいこ

　　　．し＼　　・　　　r「1／とではありますが、就職となるとホームヘルパーの場合「食事を作る」という業
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いただければと思っています。

　　　　　　　　　（副施設長　中川　浩一さん）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ

　　　　　　　　　　なるほどねえ。　　　∵
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他のところは
どうかしら？
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デイサービストトロの森

　　大曲緑ヶ丘1－14一．27臼376－2203

サービス内容／通所介護

　開設当初から男性の利用者は多いです。

　職員は男縁も女性もいますが、性別には関係なく、
皆「ハート」を持っています。

　介護では、その人の思いに寄り添っていくことが大切

ですが、それは、全てをしてあげることではなく、できな

いことを補っていくことです。コミュニケーションを取り
共に歩み寄ることが必要と考えています。

　地域で高齢者が暮らし続けていくためには、支える
人の輪が大切です。そのために地域の人たちに、いろ

いろな活動や情報を発信していくことも自分たちの役
割だと思います。．　　　（施設長・住友　富美雄さん）

　　　　　　　　“とてもアットホームなところ”とい

　　　　　　　うのが第一印象でした。男性の職員

　駁材　　さんもいて、女性だけの職場とはま

囎た轍驚難紮籔か，。
女性のこまやかさも感じました。皆さんがトトロの森に

来ることをとても楽しみにしていらっしゃつているよう

でしたよ。
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1rだすけあいワーカーズどんぐり］

南町4－8－7　黎373－8166

　　　　サービス内容／通所介護・訪問介護

　働いているのは女性ばかりです。利用されている方

も女性が多いですが、介護する側としては、男女の差

というのは考えていませんね。ただ、男性の方が閉じ

こもり気味というか、女性の方が社交的な．のかもしれ

ません。

　ホームヘルパーなどでお宅に入る時は、1対1にな

るので色んな意味で気を使うこともあります。働く側

としては、みんなでチームワークを良くして、スタッフ

全員が運営に参加して活動しています。

　　　　　　　　　（生活相談員・田邊　優子さん）

取謝

♂白も9も、

　まるで自分の家のように部屋の隅々

までピカピカに磨きあげ、むしろ女性

ならでは、という感じで、明るく、たく

ましい印象でした。

　お互い今できることを大事にしな

がら働くという、頼もしいところです。
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市内には、いろいろな種類の場所があって、たくさんの人が働い
ているようだな～。

「介護を受ける」と聞くと暗いイメージで考えていたけど、これ
を見ると夫婦仲良くサービスを受けるのも、楽しそうじやのう。
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　⊂41
そうですね。

介護も専門の人の力を借りて、助け合いながら、いくつになって
も明るく、活き活きと、このまちで暮らしていきたいですね。

みんぐおじいさん。
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1 介護老人保健施設　工スポワール北広島

輪厚704－16　盈376－3911

サービス内容／居宅介護支援・通所リハビリデーション・短期入所療養介護

　リハビリがあるので、男性の利用者は他に比べて多いです。同性介護とい

うよりむしろ、チーム介護として、男性、女性の介護者のそれぞれの得意分

野を生かして支援することで、ニーズに応じ、それによって利用される方に

その人らしく生活してもらうことができるという考えです。

　心豊かに暮らすために、家族との関わりを大切にして、地域の人たちの協力を得ることが必要ですし、老親を看

る世代の人たちが制度をもっとよく知る必要があります。また、自分の子どもたちに小さい頃から、おじいちゃん、お

ばあちゃんとどう関わらせていくか、親の働きかけが絶対必要だと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事務長代行　島谷　清張さん）

躍材
感懇

　センター内も明るく心配りが感じられ利用者の作品が随所に展示されたり、ご夫婦でデイケ

アを利用されている方のお話や、ニンテンドーDS（ゲーム機）がブームになったりしていたこと

などをうかがい、『介護』に対するイメージが変わり、色々な意味で元気をもらいました。

婁欝講酷欝．
があると思うので、男能

性にもいてほしいです。
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　無理に力を入れると男

　性でも腰を痛めたりす

，、ることもありますし、

　介護は「力」だけでは

　ないですからね。

介謹士佐々木　志乃さん　介護士井上　怜也さん

男の人にしか、あるいは女の

人にしかでぎない介護という

ものはなくて、男女それぞれ

の得意分野を生かして介護し

てるのね。

η

それには受ける側の気持ち

も男だから女だからつてこ

だわらないことが必要？

むしろ、男の人に得意なこと、

女の人に得意なことを考え

て、共同参画していくこと

が大事だね1！

取材にご協力くださった皆さん　ありがとうございました。
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　男女平等参画推進事業で実施した学習研修活動についてご報告します。
　19年度は、コーチング講座のほか、セクハラや女性の起業といった女1生対象の講座だけでなく、

醜卑代の高齢社会の進行に目を向け、まちづくりや、地域社会での生き方を考えていくものでした
　　．T＿・．吃r．！．’
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．蓬薦めるコミ：コ．ニケ

囲10＝00～12：00　ふれあい学習センター

　　　　　　　　　函菅沼

　　　　　　　　一シiヨン～：コー罫ング～』

　　　　　　　　　　圃18＝30～20＝30芸術文化ホール

文乃さん（フリーアナウンサー・コーチングコーチ）
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曳∫懸・い．、＿ぞ，～コーチングのトレーニング～

コーチングは「体験」でありサポートすること。答えは相手の中にある！

「．自分の。標訓言、てみよう

　相手の話すことを、自分の考えや思いを挟まずに、ただ言うとおりに「…・。」と受け止めましょう。

　例えば「今日朝7時に起きました」と聴いたことをそのまま「今日朝7時に起きた。」とだけ聴きます。

　相手の話をきちんと聴くことで、相手とのコミュニケーションが成立します。

●「分別（ふんべつ）」してみよう

　人の話すことには必ず「事実」と「ストーリー（その人の考え）」が含まれているものです。

　日頃の会話の中で、どれが事実でどれがストーリーなのかを分別してみると違うことが見えてくる

かもしれません。
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誰かに宣言することで、目標が現実に一歩前進することがあります。

1人で考えれば「答えは1つ」だけど、誰かと話せば可能性が広がります。

、
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ψ私も受講、目からウロコのコーチング

　講座は、受講生同士が1対1や3人グループ、6～7人のグループでと形を変え
体験しながら進められ、自分への気づきの講座は大変興味深いものでした。日に何
度も書き込みが入る携帯でのメーリングリストに私も目からウロコの日々でした。「話

す」ということ、相手への伝わり方、伝え方、日々これからも勉強だと参加して決
意したところです。

⑤♂L
“

軍マ」町雪男下誓暦一一一

「HERSTORY
私たちの会社はじまり物語」

　～自分らしく1女性の起業～

●講師／さとう　みどりさん
　　　　〔イラストレーター・八一ストーリー副社長）

●講師／安田　睦子さん
　　　　（インタラクション研究所代表）

　　　　6月22日～28日

，、　1月14日（月）
3」

所
代
表

．　 七　．　“「　　5． Ji

他にも、こんな事業があったよ！

職場における

セクハラ防止のために

●講師／木村　絹子さん
　　　　（21世紀職業財団）

「男たちはどこへ行った」

～高齢社会の担い手を考える～

●講師／作田　和幸さん

蟹

ワ

騨　羊蕎
　　　　道

．，解δ

「

⑭’

　　　　（シニアルネサンス財団）’1歪　　　　　．一

　　　　　　　　　　　　　　　一
男女平等参画週間パネル展（エルフィンパーク交流広場）

成人式にリーフレット『夢を実現するために！』

『デートDVチェックシート』配布
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動・F≡　一きたひろしま男女平等参画プラン見直し一

　市では、男女平等参画社会の実現を目指して、平成13年に、平成22年度までの「きたひろしま男女平等参画プラ

ン」を策定し様々な施策を推進してきましたが、社会情勢の変化から、プランを見直しすることとなりました。

　市民とのパートナーシップによる見直しのため、平成19年、市民委員を含む「北広島市男女平等参画懇話会」が

新たに設置され、プランの進捗状況を確認し、市の状況を踏まえ、見直しに対する＊新たな課題についての意見書を

まとめ市長へ提出しました。今後も、懇話会が市民意見を反映する場として機能していくことが期待されます。

髄　　　．　　；重　．1

・新たな取り組みを必要とする分野における男女平等参画の推進

　　　　　　　　　　　　　　　　（防犯・防災対策、まちづくり）

・女性に対するあらゆる暴力の根絶　　　　　　　（DV防止対策）

・高齢者が安心して暮らせる条件の整備　　　（高齢者虐待の防止）

・男女平等参画について理解を広げ深めるための取D組みの推進
　　　　　　　　　　　（メディアにおける人権の尊重と情報活用）

男女平等参画社会の実現に向け、協議し、

計画や施策に市民意見を反映。

＊推進計画の策定や改定に関すること

＊総合的推進に関すること

＊関係施策に関すること

5月25日／第1回懇話会を開催
　　　その後6回の懇話会を闘催

11月5日／懇話会より上野市長への意見書提出 11月21日／FMメイプルに懇話会会長・副会長

　　　　が出演

懇話舎ひ皆鮎1二聞難U』。
◎●・・●●・●o●●・…　　　●…　　　o・●・・●●…　　　●・…　　　●・・●●・●・●●●●●●

懇話会委員になって感じたことは？
（任期は平成19年5月から2年間です）

懇話会に参加させて頂いて：

家庭・職場・地域の中での：

それぞれの参画の仕方があ．

る等多くの事を教えていた
だきました。

どんな人にも住みよいまち

づくりを目指したいもので
す。私自身もまちづくりに．

参画したいと思います。
1・

男女平等参画につ．いて、日

常あまり意識したことがな
かったが、懇話会に出席さ

せていただき、性別による
偏見や差別をはじめ、多く

の課題が山積していること
に気づかさせられました。

男女平等参画を育むために

は、あらゆる機会を通した
生涯学習の推進強化に努め
ることを感じました。

L「 k広島市男女平等参画懇話会ト P

鼻

いろいろな委員会の中で皆真剣
に話し合われている事が、1つの

大きな輪になり、1人でも多くの

人に解ってもらい、身近なことか

ら1つずつ良い方向に進むこと
に期待しています。今期委員にな

ったことで当たり前の事を深く

見つめ直す機会を得たことに感
謝しています6アドバイザーが参

加して下さることにより、尚いっ

そう前向きになったと思います。

「男女平等」というと、企業等で働く人たち；

の問題だと思っていましたが、地域で暮ら．
している私たち主婦や子ども達、お年寄り｝

．の方など、すべての人が抱えているいろい

ろな問題と大きく関わっているのだと知
りました。初めて知ることも多く、毎回、

とても興味深く参加させて頂いています。．

『男女共同と平等』

語れば語るほど奥の深いテーマ
です。

『人』という字はしっか．り男女2

人で支えあうているように見え
るのですが…
男女が異なる観点からあらゆる
分野においてもっと問い続けて
いくことが大切なのでしょう…
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●改正DV防止法が施行

配偶者からの暴力．ひとり暦悩まないで…　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll冒暉「Ill■Il聖。「’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三

　平成20年1月11日より、「配偶者からの暴力（ドメスティックバイオレンス＝DV）の防止及び被害者の：
保護に関する法律」の改正DV防止法が施行されました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≡

　主な改正点は、脅迫を受けた被害者の保護や、被害者への電話・電子メールの禁止、被害者の親族なども接＝
近禁止命令の対象になるなど保護命令制度の拡充です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…

　市では、醍偶者等からの暴力についての相談を受け付けています。ひとりで悩まないで、まずは相談してく：
ださい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…
　たとえ、相手が夫や妻など身近な関係であったとしても暴力は犯罪です。夫婦間や恋人間の問題だからと見…

過ごされがちですが．、どんな場合でも暴力は許されません。暴力を受けて緊急に避難したい場合は110番通＝

報ずるか最寄りの警察署や交番に駆け込んでください。また身近な人が被害にあっていたら相談機関に電話を＝

かけるように助言してください。

　　　　北広島市児童家庭課　母子自立支援員
≡・’@北海道立女性相談援助センター

　　　　女性の人権ホットライン（札幌法務局）

011－372－3311（内線789）

011－666－9955
011－728－0783　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女性に対する暴力根絶の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ためのシンボルマーク
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≡…市の男女平等参画ホームページがオープシ平成19年8月31日より市のホームページに「男女

1男女平等参画関連情粗卑卵白灘鑓平平露編爺等等1開
雪詳しくはhttp：〃W曝要ci璽郵笹h1関5h喚a典Q国kaido，lp4sUlnlns／dq田鶴。獅dg臨りtrUlをご蒼くゴビさい、g二
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…
　　介護について困ったことがあったら…

●北広島市高齢者支援課・・…・………中央4丁目2－1

●きた高齢者支援センター…………西の里347－4

、

●にし高齢者支援センター…………大曲南ヶ丘1丁目1－5
●みなみ高齢者支援センター………栄町1丁目1－2
●ひがし高齢者支援センター・…・…・新富町西1丁目1－12

パルシティビル5階

　　　　留372－3311（内線811）
　　　　　　　　　盈375－5888
　　　　　　　　　盈370－3922
　　　　　　　　　君372－8110
ブルーム吉光102号日211－8520
　困った時はいつでも相談してください1

二等後記 ）

　　　　　　勢いで引き受けてしまった「えみんぐ」ですが、たくさん

布施諮騰纏そこ灘協酷藷義捲脇
　　　　　　一部で残念です。次号はもっとじっくり落ち着いて取り
　　　　　　組みたいです。

北広島市男女平等参画情報誌『えみんぐ』について
ご意見・ご感想をお待ちしています。

広報委員も募集中です。興味を持たれた方は是非
ご連絡ください。

Email：shimins＠city．kitahiroshima．lg．lp

発行　日：平成20年3月
発　　行1北広島市
　　　　　北広島市中央4丁目2－1

　　　　　市民生活圏　男女平等参画担当

TEL＝011（372）3311　FAX＝011（372）6188
企画・編集：男女平等参画広報委員

　　　　　巽政枝・布施亮子



男女平等参画情報誌テ生．1宅びうし崇イメージデ．ザインj、きた．ひぢ．しま．えみんぐ笑顔とハミングを組み合わせた言葉「笑顔で、さわやかなメロディのように男女の平等参画を目指して」li「．∫ﾊ男女のそれぞれの音（個性）が社会の中で美しいメロディとなりハーモニーを奏でていきますはじめまして〜私たち、えみんとみんぐ、二人合わせて「えみんぐ」で一す昏�D！●’‘ｭこフ”（　　ハ　　　　　．瞳1”くフみAく3・♪ノ　ス．みん「男女平等参画」って難しい言葉だけど、実はみんなの生活に深く関係してるんだって！これから僕たちと一緒に勉強していこうよ！　　　し目次1’）「j女平等参画って何だろう………………………………　　　男女平等と自分らしく心豊かに暮らすこと……………　　　平成19年度男女平等参画推進事業報告・……・一・……　　　北広島男女平等参画懇話会活動報告…………・……・…・　　　お知らせ・編集後記………………・……………・…・・……………・・………・・……．…・…・Q〜3P…・…・…………・……………S〜5P………・・………・・…………・…・…@6P…・…・…………・…・………・……・VP一・…………・…・・……・…………WP2008．3　　voL6］どんな時に男女平等じゃないって思うかな家庭で職場で柱会違念として）学校ではいつも平等だったのに、女の人が就職・結婚するとなぜか平等じゃない感じ　　　　　　　ノレストランで男性だけ「大盛にしますか？」と聞かれるのはなぜ？（私だって食べたいのに…）（僕はあまり食べないのに…）レディスデーはあるけどメンズデーって少ないよね仕事を辞めて子育てすると、再就職するときに、子供がいるから就職口がない、「預け先を決めなさい」と言われるが、預け先には仕事をしていないと預けられない。矛盾してない？ゆΩ》7、子どもが大きくなってから仕事をしたくても、年齢で切られるから仕事がない！4♪共働きしているのに、家事はほとんど妻がしている。仕事の負担は同じなのに、家事の負担が違うのはなぜ？一玉女性はデートの時、おごってもらうのが当たり前だと思っていないかな？陶，，、へ”男だから重い物を持って当然という態度をとられる。「男らしくしろ」とか、「男は泣くな」とか、「男の生き様は」とか、男、男と続が大きいよ。ゑノ　　　　　　家族の介護をする　　　　　ト’．、．。・ゲ．鴨`　のは、女性だけ…？確かに昔は女の人ばかりが介護していたけど、今は男性の介護士さんもいるはずだし、男の人にしか出来ない介護もあるんじゃないのかな。−／oρ“9じゃあ、今の介護の現場で男女差はあるのかな。ちょっと調べてみたいね。’　　，‘’　o　”　　　　　　　　　　　　　　／ゴ．　　　　　　　　　’ヒ、・……………一・…ﾄそこで…　）………｡回は『介護』をテーマに男女平等を考えてみました。引際に介護の現陽から「　　一　一一．．　社会福祉法人　北海長正会　四恩園　富ヶ岡509−31　盈373−7755（訪問介護）紐373−8801（訪問看護）臼373−6655（通所介護・介護保健施設等）サービス内容／居宅介護支援・訪問介護・訪問看護・通所介護・短期入所生活介護　特養部・デイサービスセンターでは、ご利用されるお客様は圧倒的に女性が多く、「同性介護」を基本にしているデイサービスセンターにおいては、当然、入浴、排泄介護等で男性職員が女性のお客様の介護にあたる場面は限られてしまいます。　しかし、「男性職員は必要ない」かと言われると決してそうではありません。男性職員が中心となって行なわなければならない業務もありますし、性別で能力に差が出る仕事とは思えません。お客様の利用状況に合わせて、バランスよく男性職員を配置しているのが現状です。　ここ数年、北広島商工会主催のホームヘルパー養成講座に四恩園で関わやはり介護の現場において・介護の担し’手＝女性とし、う現実は否めま肱「讐羅欝疑漸欝爾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．」らせていただいていますが、男性の受講者も徐々に増えています。興味を持って受講されることは大変喜ばしいこ　　　．し＼　　・　　　r「1／とではありますが、就職となるとホームヘルパーの場合「食事を作る」という業　　　　噸．ピ暴灘灘i羅右翼欝　　　1．穿’醗・・ヘ　ド　　、ご　　、＼．　、売．』いただければと思っています。　　　　　　　　　（副施設長　中川　浩一さん）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ　　　　　　　　　　なるほどねえ。　　　∵9�C他のところはどうかしら？、一．D一一、＿．＿一＿一，「･IIヅ．軸万＝「　　　　．一ぢ．一圭三一一uミ＝一行1三�_1」デイサービストトロの森　　大曲緑ヶ丘1−14一．27臼376−2203サービス内容／通所介護　開設当初から男性の利用者は多いです。　職員は男縁も女性もいますが、性別には関係なく、皆「ハート」を持っています。　介護では、その人の思いに寄り添っていくことが大切ですが、それは、全てをしてあげることではなく、できないことを補っていくことです。コミュニケーションを取り共に歩み寄ることが必要と考えています。　地域で高齢者が暮らし続けていくためには、支える人の輪が大切です。そのために地域の人たちに、いろいろな活動や情報を発信していくことも自分たちの役割だと思います。．　　　（施設長・住友　富美雄さん）　　　　　　　　“とてもアットホームなところ”とい　　　　　　　うのが第一印象でした。男性の職員　駁材　　さんもいて、女性だけの職場とはま囎た轍驚難紮籔か，。女性のこまやかさも感じました。皆さんがトトロの森に来ることをとても楽しみにしていらっしゃつているようでしたよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　畷．’　　L1rだすけあいワーカーズどんぐり］南町4−8−7　黎373−8166　　　　サービス内容／通所介護・訪問介護　働いているのは女性ばかりです。利用されている方も女性が多いですが、介護する側としては、男女の差というのは考えていませんね。ただ、男性の方が閉じこもり気味というか、女性の方が社交的な．のかもしれません。　ホームヘルパーなどでお宅に入る時は、1対1になるので色んな意味で気を使うこともあります。働く側としては、みんなでチームワークを良くして、スタッフ全員が運営に参加して活動しています。　　　　　　　　　（生活相談員・田邊　優子さん）取謝♂白も9も、　まるで自分の家のように部屋の隅々までピカピカに磨きあげ、むしろ女性ならでは、という感じで、明るく、たくましい印象でした。　お互い今できることを大事にしながら働くという、頼もしいところです。∫5、二二望♂・エ、一鵬’懸嫡’」血鯉市内には、いろいろな種類の場所があって、たくさんの人が働いているようだな〜。「介護を受ける」と聞くと暗いイメージで考えていたけど、これを見ると夫婦仲良くサービスを受けるのも、楽しそうじやのう。　　（二，【　　、（、ノノ。！Qラ　⊂41そうですね。介護も専門の人の力を借りて、助け合いながら、いくつになっても明るく、活き活きと、このまちで暮らしていきたいですね。みんぐおじいさん。「．．L穏　　　　　　　　　．へご　　’一　　　�`払∴　＿　、　　　一　一幽’ド　　　　　　　　　　に1　　　聚：ノ」．L　　　　二｛七一エ1欝轟・、一sI噛h．趣＝11　　レ董．1’・1ﾚ：．1』辱三1露一…一　1介護老人保健施設　工スポワール北広島輪厚704−16　盈376−3911サービス内容／居宅介護支援・通所リハビリデーション・短期入所療養介護　リハビリがあるので、男性の利用者は他に比べて多いです。同性介護というよりむしろ、チーム介護として、男性、女性の介護者のそれぞれの得意分野を生かして支援することで、ニーズに応じ、それによって利用される方にその人らしく生活してもらうことができるという考えです。　心豊かに暮らすために、家族との関わりを大切にして、地域の人たちの協力を得ることが必要ですし、老親を看る世代の人たちが制度をもっとよく知る必要があります。また、自分の子どもたちに小さい頃から、おじいちゃん、おばあちゃんとどう関わらせていくか、親の働きかけが絶対必要だと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事務長代行　島谷　清張さん）躍材感懇　センター内も明るく心配りが感じられ利用者の作品が随所に展示されたり、ご夫婦でデイケアを利用されている方のお話や、ニンテンドーDS（ゲーム機）がブームになったりしていたことなどをうかがい、『介護』に対するイメージが変わり、色々な意味で元気をもらいました。婁欝講酷欝．があると思うので、男能性にもいてほしいです。　　　　　　ギ　＼�`一《．ノのψ．レ　　1　、A椅　．　無理に力を入れると男　性でも腰を痛めたりす，、ることもありますし、　介護は「力」だけでは　ないですからね。介謹士佐々木　志乃さん　介護士井上　怜也さん男の人にしか、あるいは女の人にしかでぎない介護というものはなくて、男女それぞれの得意分野を生かして介護してるのね。ηそれには受ける側の気持ちも男だから女だからつてこだわらないことが必要？むしろ、男の人に得意なこと、女の人に得意なことを考えて、共同参画していくことが大事だね1！取材にご協力くださった皆さん　ありがとうございました。］寸擁∴ユゆ年下葺女至r等i暴繭雛羅：｝＝堺馨：：1皇室告　男女平等参画推進事業で実施した学習研修活動についてご報告します。　19年度は、コーチング講座のほか、セクハラや女性の起業といった女1生対象の講座だけでなく、醜卑代の高齢社会の進行に目を向け、まちづくりや、地域社会での生き方を考えていくものでした　　．T＿・．吃r．！．’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r．＝へ．域傘勲）二騨鯉嬉霧王畿撫�I13♂瓢含態3亀．蓬薦めるコミ：コ．ニケ囲10＝00〜12：00　ふれあい学習センター　　　　　　　　　函菅沼　　　　　　　　一シiヨン〜：コー罫ング〜』　　　　　　　　　　圃18＝30〜20＝30芸術文化ホール文乃さん（フリーアナウンサー・コーチングコーチ）§　　　　．．為　　騰、ぎ●ただ聴いてみよう曳∫懸・い．、＿ぞ，〜コーチングのトレーニング〜コーチングは「体験」でありサポートすること。答えは相手の中にある！「．自分の。標訓言、てみよう　相手の話すことを、自分の考えや思いを挟まずに、ただ言うとおりに「…・。」と受け止めましょう。　例えば「今日朝7時に起きました」と聴いたことをそのまま「今日朝7時に起きた。」とだけ聴きます。　相手の話をきちんと聴くことで、相手とのコミュニケーションが成立します。●「分別（ふんべつ）」してみよう　人の話すことには必ず「事実」と「ストーリー（その人の考え）」が含まれているものです。　日頃の会話の中で、どれが事実でどれがストーリーなのかを分別してみると違うことが見えてくるかもしれません。1‘⊇＝紫『’一闇1一・一111鵡》1wll誰かに宣言することで、目標が現実に一歩前進することがあります。1人で考えれば「答えは1つ」だけど、誰かと話せば可能性が広がります。、・…1蔀ψ私も受講、目からウロコのコーチング　講座は、受講生同士が1対1や3人グループ、6〜7人のグループでと形を変え体験しながら進められ、自分への気づきの講座は大変興味深いものでした。日に何度も書き込みが入る携帯でのメーリングリストに私も目からウロコの日々でした。「話す」ということ、相手への伝わり方、伝え方、日々これからも勉強だと参加して決意したところです。�D♂L“軍マ」町雪男下誓暦一一一「HERSTORY私たちの会社はじまり物語」　〜自分らしく1女性の起業〜●講師／さとう　みどりさん　　　　〔イラストレーター・八一ストーリー副社長）●講師／安田　睦子さん　　　　（インタラクション研究所代表）　　　　6月22日〜28日，、　1月14日（月）3」所代表．　七　．　“「　　5．Ji他にも、こんな事業があったよ！職場におけるセクハラ防止のために●講師／木村　絹子さん　　　　（21世紀職業財団）「男たちはどこへ行った」〜高齢社会の担い手を考える〜●講師／作田　和幸さん蟹ワ騨　羊蕎　　　　道．，解δ「�M’　　　　（シニアルネサンス財団）’1歪　　　　　．一　　　　　　　　　　　　　　　一男女平等参画週間パネル展（エルフィンパーク交流広場）成人式にリーフレット『夢を実現するために！』『デートDVチェックシート』配布「　一　　　　　　　一　．　．　一‘．　　P　　．　　　一　一　一　一　．．．　一一．T一一一　一　．　．　一一　．．．．．．．一　．　．一　．　一　　　　一　一　一　．　．一．．1」一＿一＿＿≒＿＿一一＿＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿−，＿＿一．＿＿＿一＿一．．一．一一一＿＿＿．一一＿＿　』　』一＿＿圃幽．．．一．一＿一一呵．．．一一．一．＿一一一．．コσ’5，　■　　　‘　　　　■動・F≡　一きたひろしま男女平等参画プラン見直し一　市では、男女平等参画社会の実現を目指して、平成13年に、平成22年度までの「きたひろしま男女平等参画プラン」を策定し様々な施策を推進してきましたが、社会情勢の変化から、プランを見直しすることとなりました。　市民とのパートナーシップによる見直しのため、平成19年、市民委員を含む「北広島市男女平等参画懇話会」が新たに設置され、プランの進捗状況を確認し、市の状況を踏まえ、見直しに対する＊新たな課題についての意見書をまとめ市長へ提出しました。今後も、懇話会が市民意見を反映する場として機能していくことが期待されます。髄　　　．　　；重　．1・新たな取り組みを必要とする分野における男女平等参画の推進　　　　　　　　　　　　　　　　（防犯・防災対策、まちづくり）・女性に対するあらゆる暴力の根絶　　　　　　　（DV防止対策）・高齢者が安心して暮らせる条件の整備　　　（高齢者虐待の防止）・男女平等参画について理解を広げ深めるための取D組みの推進　　　　　　　　　　　（メディアにおける人権の尊重と情報活用）男女平等参画社会の実現に向け、協議し、計画や施策に市民意見を反映。＊推進計画の策定や改定に関すること＊総合的推進に関すること＊関係施策に関すること5月25日／第1回懇話会を開催　　　その後6回の懇話会を闘催11月5日／懇話会より上野市長への意見書提出11月21日／FMメイプルに懇話会会長・副会長　　　　が出演懇話舎ひ皆鮎1二聞難U』。◎●・・●●・●o●●・…　　　●…　　　o・●・・●●…　　　●・…　　　●・・●●・●・●●●●●●懇話会委員になって感じたことは？（任期は平成19年5月から2年間です）懇話会に参加させて頂いて：家庭・職場・地域の中での：それぞれの参画の仕方があ．る等多くの事を教えていただきました。どんな人にも住みよいまちづくりを目指したいものです。私自身もまちづくりに．参画したいと思います。1・男女平等参画につ．いて、日常あまり意識したことがなかったが、懇話会に出席させていただき、性別による偏見や差別をはじめ、多くの課題が山積していることに気づかさせられました。男女平等参画を育むためには、あらゆる機会を通した生涯学習の推進強化に努めることを感じました。L「k広島市男女平等参画懇話会トP鼻いろいろな委員会の中で皆真剣に話し合われている事が、1つの大きな輪になり、1人でも多くの人に解ってもらい、身近なことから1つずつ良い方向に進むことに期待しています。今期委員になったことで当たり前の事を深く見つめ直す機会を得たことに感謝しています6アドバイザーが参加して下さることにより、尚いっそう前向きになったと思います。「男女平等」というと、企業等で働く人たち；の問題だと思っていましたが、地域で暮ら．している私たち主婦や子ども達、お年寄り｝．の方など、すべての人が抱えているいろいろな問題と大きく関わっているのだと知りました。初めて知ることも多く、毎回、とても興味深く参加させて頂いています。．『男女共同と平等』語れば語るほど奥の深いテーマです。『人』という字はしっか．り男女2人で支えあうているように見えるのですが…男女が異なる観点からあらゆる分野においてもっと問い続けていくことが大切なのでしょう…一．ｳ’く．．．．Tr．．幽．　　　　　　　　r．rL＝・「・舜！：く’・1ら」�e1，．「二．ユL．ゴ．一｝一．一一｝．一｝　　『一一『　一　一｝｝一丁一一…．一●改正DV防止法が施行配偶者からの暴力．ひとり暦悩まないで…　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll冒暉「Ill■Il聖。「’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三　平成20年1月11日より、「配偶者からの暴力（ドメスティックバイオレンス＝DV）の防止及び被害者の：保護に関する法律」の改正DV防止法が施行されました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≡　主な改正点は、脅迫を受けた被害者の保護や、被害者への電話・電子メールの禁止、被害者の親族なども接＝近禁止命令の対象になるなど保護命令制度の拡充です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　市では、醍偶者等からの暴力についての相談を受け付けています。ひとりで悩まないで、まずは相談してく：ださい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　たとえ、相手が夫や妻など身近な関係であったとしても暴力は犯罪です。夫婦間や恋人間の問題だからと見…過ごされがちですが．、どんな場合でも暴力は許されません。暴力を受けて緊急に避難したい場合は110番通＝報ずるか最寄りの警察署や交番に駆け込んでください。また身近な人が被害にあっていたら相談機関に電話を＝かけるように助言してください。　　　　北広島市児童家庭課　母子自立支援員≡・’@北海道立女性相談援助センター　　　　女性の人権ホットライン（札幌法務局）011−372−3311（内線789）011−666−9955011−728−0783　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女性に対する暴力根絶の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ためのシンボルマーク、』三Il旧OlPU，11111rlOl，■ll，lllll■llIlOO，Ol■1■1■IllIOll巳10塵，■■Il日0■11101［■OlIlI■，111IllOOllIOll■ll口闘lIlOI■ll。l11幽、≡…市の男女平等参画ホームページがオープシ平成19年8月31日より市のホームページに「男女1男女平等参画関連情粗卑卵白灘鑓平平露編爺等等1開雪詳しくはhttp：〃W曝要ci璽郵笹h1関5h喚a典Q国kaido，lp4sUlnlns／dq田鶴。獅dg臨りtrUlをご蒼くゴビさい、g二！［「IFii」［；7「．：：噛1…1伽1塵‘ill噛臨II■暉置旦Illlli「IIl，画lll■1幽1薗画「1圏iel圏1繭l11繭II■i量画1■「闘llOlll■■ll画1画111幽li薗i画1■1唖1星聖i函繭II8画貫ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　　介護について困ったことがあったら…●北広島市高齢者支援課・・…・………中央4丁目2−1●きた高齢者支援センター…………西の里347−4、●にし高齢者支援センター…………大曲南ヶ丘1丁目1−5●みなみ高齢者支援センター………栄町1丁目1−2●ひがし高齢者支援センター・…・…・新富町西1丁目1−12パルシティビル5階　　　　留372−3311（内線811）　　　　　　　　　盈375−5888　　　　　　　　　盈370−3922　　　　　　　　　君372−8110ブルーム吉光102号日211−8520　困った時はいつでも相談してください1二等後記）　　　　　　勢いで引き受けてしまった「えみんぐ」ですが、たくさん布施諮騰纏そこ灘協酷藷義捲脇　　　　　　一部で残念です。次号はもっとじっくり落ち着いて取り　　　　　　組みたいです。北広島市男女平等参画情報誌『えみんぐ』についてご意見・ご感想をお待ちしています。広報委員も募集中です。興味を持たれた方は是非ご連絡ください。Email：shimins＠city．kitahiroshima．lg．lp発行　日：平成20年3月発　　行1北広島市　　　　　北広島市中央4丁目2−1　　　　　市民生活圏　男女平等参画担当TEL＝011（372）3311　FAX＝011（372）6188企画・編集：男女平等参画広報委員　　　　　巽政枝・布施亮子

