
男女平等参画情報紙

えみんぐ

笑顔とハミングを組み合わせたことば

「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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　　一夫が退職しζ．「終日、家にいる人」となったとき、夫婦の関係はどうなるのか？

　　　　　　　明るい老後のため、夫婦で何かできることはないのでしょうか一

　ある日、レストランで耳に入ってきた、サークル仲間で来ていた隣の席の人たちの会話。1人の中

年女牲がロを尖らせ一言。「うちのダンナなんて、私がお茶を飲んで帰ったら、テーブルに座って“飯、

飯”って箸持って待ってるんだよ。嫌になるよ。」仲間は同情してどよめきが起こっていました。

　確かにこれは考えさせられます。この例は、「料理は女性が作るもの」と思っている男性の行動パター

ン。身近によくある例です。こんな時、男性に家事力があれば…

　その家事力を自ら身につけようと立ち上がった男

性たちがいます。その名も「きたひろ男も料理をつ

くるかい」。霊年に5回ほど団地住民センターに集

まり、料理を作．っています。今やレパートリーは60

品にもなり、昨年4月にはレシピ集を発行しました。

　今回は、そんな皆さんの例会にお邪魔し、その家

事力をいかに家庭で活かしているか、家族の評価は

どうなのか、お聞きしてきました。
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　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　とかして続けたい」と集まり、結成。現在の会員数は24人。
．1：司会1「零みんぐ」．広報肇員　　　 「男の家事の自立は、生活の自立月を目指し、年4回目料理実習（同材購入から

　　　　僧藤佳日尋、宇田川留美子　　　　後片付けまで全てを行う）、年1回の生活講座を実施し、仲間作りや地域との交

　　　　　　　　　　　　　　　　　　流を行ってきたが、平成22年度より毎月1回の講座実施を予定している。

　　この会に入ろうと鬼つた老つかけや動機を教えマ〈ださい
Aさん　妻が入院して、買い物に行ったこともない私が自分で

食べ物を調達しなければならない状況になりました。その経験

から、妻と私、どちらが先に死ぬか分からないので、やっぱり

料理や家事をやっておかなければダメだ、と思いました。それ

がきっかけです。

　　〈一番はじめの質問です〉

した。それからこの会が立ち上がり、引き続き参加させていただきました。

Bさん　5年前に1人暮らしになり、掃除・洗濯・炊事、全部や

らなければならない状況になったのですが、そこで市から「男

性の生活講座があるから行ってみないか」と薦められて入りま

Cさん北広に住んでからは会社と家の行き来しか知らな

い伝書鳩みたいなものだったのですが、妻から「皆さんが

集まる会があるから、行って話だけでも幽いといで」と言

われ、袋を持たされて来たんです。そうしたら皆さんほっ

かむりやエプロンをしていて、「何か変だな」と思って、気　言

がついたらこの料理の会でした。だまされたようなもので

したが、今は妻に感謝しています。この中では一番若いの

で、先輩方の色々な話を聞いたりして楽しくやっています。

一門、
〈盛り付けも真剣です〉

ここマ覚えた料理を宗で作っマいますか？その評判はいかがですか？
門押

卜．一

鯛．瓢藏誰麗撫鰍》暴難戦
　　　　て．も満足できないので．していません。

．li

Cさん　私は、ここで作るパンがすごく簡単だったので、1回

だけ作ったことがあります。意外と評判が良かったですよ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dさん　ここに来ている人は、そうやって家で実際に作ってい

　　．塾協溝券遭蓬謡．　る人もいます献1諜のために準備をしてし’る人・雄作りに

　　　　　　　　　　　　　　　　　来ている人、色々な人がいます。ここで料理を習っていても、

必ずしも日常的に家で料理を作っているというわけではありません。

　　　「こわだけは自分の仕事」ヒいう家事はありますか？

Dさん私は、洗い物だけは自分でやります。西の里で「男の

食の道場」があった時、「洗い物なら任せて下さい」という方が

いて、その人の仕事ぶりを見て「妻と私の役割分担はこれだ」

と思い、「洗い物は全て私がやる」ということになっています。

Eさん今は体が悪し、からできないんだけど昔は齪掃除は陸

やっていたし、今も茶碗や鍋を洗ったり拭いたり、ということ

はやっています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜会員に質問する広報委員＞

Fさん　僕は、書斎だけは自分で管理しています。机の上とかはぐちゃぐちゃだけど、必要なものがど

こにあるか、ちゃんと自分ではわかっているので。

　　二黒円満の秘訣があれば、教えマ〈ださい

Gさん　お互いに我慢することでないでしょうか。

Hさん　夫婦で共通の趣味を持つということも大事だと思いま

す。それと、妻は横のつながりで友だちがたくさんできるから、

外に出る機会が多くなる。それに対して干渉しない、いつ帰って

来ても変な顔をしない、その代わりに自分も楽しむ時は楽しむ、

と割り切ることも必要ですね。

　〈今日の料理もうまくできた1＞

お互いに歩み寄って、一方の好きな歌手のコンサートに一緒に行ったりします。そうやって仲を確保し

Dさん　自分も妻にはあまり干渉しないです。似たような趣味を

持つ、これはなかなか難しいんですよね。歌1つとっても、私は

演歌が好きだし、妻はさだまさしが好きだったりする。それでも、

ているんじゃないのかな。

　それとやっぱり家庭においては妻が大事だから、奥さんの言う

ことは聞いているほうが案外うまくいくかな、と思います。
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1さん

輿様に伺か、気を遣っマい．’5こ

　自然：に気遣っているよね、気がついたら。

ヒはありますか？

Dさん健康だと思います。やっぱり．2人じゃなくなった

ら．どうしょうもないから、お互いに健康で一緒にいこうよ、

とい．う気持ちていかないと大変です。奥さんを亡くしてし

まってから、「ああすればよかった・．・・」という話をよく

聞きます。だから、一緒にお互いを気遣ってやっていくと

い．うことは大事だと思っています。

甚巨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈気を遣．っていることねえ…　〉

　　　輿様にメ・ソセージをお願いします

Cさん　ちょっと入院した時に、妻が円形脱毛症になって、「どうしたのよ、俺に喋ってみろよ」と聞

いてみたら「おとうさんが入院して、それで心配してなった」という。お互いもう20歳やそこらじゃ

ないから、「愛してる」とかそういう会話はないけれども、それだけ心配してくれていたのを知って、

見る目も変わりました。それと、自然と気づかないけど、感謝ですよね。言葉で言え、と言われるとな

かなか出せないですけれども…

司会　今日はあ忙しいところ、お話を聞かせていただいてどうもありがとうございました。

コ，▼
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お互い考える

E≡≡・

　調理室のドアを開けると、熱気に包まれた中、男の人たち

が真剣な目で作業していました。そんな中で．も作業の合間に

楽しそうに仲問と言葉を交わしています。もう何十年も前か

らの友人のようです。料理を実際にやっている人はあまり多

くないようですが、座談会での皆さんの発言では奥様への愛

情と思いやりが感じられ、そんなに家庭内で男女平等を叫ば

なくても夫丈夫そう・一と思いました。お料理、とってもお

いしかったです。脱帽でした。（宇田川）

　最初は「どんな雰囲気なのかな」と思っ．ていたんですが、入っ

てみると皆さん．若々しい格好をして、代表の太田さんの名刺に

「Boys　Be　AMBI丁10US」と書いてあるように、非常にフロン
ティア精神を感じられる会でした。．会の企画やすすめ方、奥様

への思いに、長い経験からの細かい温かな配慮が感じられ、一

生懸命作っていただいたお料理とともに味わい深いものがあり
ました。（伊藤）

妻への「愛情」と

「思いや層，」

※取材さセていただきました「男も料理をつくるかい」の皆さんの活動が、平成21年10月「平成21年度北海道福祉のまちづくり質
（活動部門）」を幽幽されました。おめでとうございます。
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妻から宍へ川霧ノ ～本音アンケート～

何だか全部自分

がやっている感．

じがある。．

個性それぞれの家族
ですので、お互い．に

認め合っていこうれ。＝

いてくれて
．ありがとう。

女性だって、子ども

産んだって、目一杯

仕事したいんだあ一

切羽詰まって

頼みごとをし

ないで1

小さな事でも

ほめてくれること
．がうれしいです。

家事・育児に自分の．

時間がなく、ストレ
ス発召する場が全く

ないという．こと．を忘

れないでほ．しい。

里帰り出産でした．が

休みを取って来てくれ

て、生まれたての長女
．に白湯を与えてくれた

のがうれしかったよ1

家族として生き

ていられること
に感謝です。

．家．庭はそれぞれの家

族が、社会であった

いろいろな事を持ち：

帰って過ごす場所で
ある。

伝えた．い気持ちを話そ

うとすると、グチと言
われてしまし．N話そう

と思っても、伝えられ

ない事が多い。

噸！

夫になかなか認めて

もらえない、私自身

を全て否定されてい

るように感じるσ

．」　私は一人の人問です、妻であ

　　り、母であり、嫁であり娘で
　　．あり．…

　　ても何もかもの前．に私は

　　一人の人間です！

私も社会人の一人で
す。．都合のいい時に

いればいいという考

えはやめてほしいq

男女平等参画関連事業での
アンケート結果により作成

もっといたわって
ほしいかナ．。

いつもありがとうご

ざいます。これから

も仲良く暮らしてい
きましょうね．。

主婦．でも仕事が多いん

だッ13食昼寝付なん
かじゃない！！

　　　　　　　　　　活　男だって弱い時があ
いろいろうるさ．く　　　　　　ること，家族のため
言っているが、自　　　　　．　に頑張ってきたこ．と．

分できちんとやつ　　　　　　に感謝して．いる．こ．．と6

てほしいだけなの
だ！

　　　　　　怒っていても常に家族
　　　　　　のことは大切に思って

ド　覗

家族仲良く協力し合って

いるのでグチ等はあまり
ない。．

いるよ［亡れないで1．

男も女も大人も子ども
も、素直．に「ゴメンナ

サイ」の一言で大抵の
ことは解決すると思う。

　　　　　　　　　自分1人の時閻
　　　　　　　　が．欲しいなあ、

爵・．rfと思ってし’ます・

問題があった事を

一緒に考えて

行動してくれたのが

うれしかった。

約束できないこ
とは思いつ．きで

発言するな。

5

私だけを

　見て．いて
　　ほしい！

．君が家を守ってくれ

ていたから安心して

会社で働けた一と言

われ．てうれしかったp

真夏．に、子育てに疲れ、

子供と2人でぐっ．たり

しているところを、

「家の中にいるなら家

事をちゃんとしろ【」

と言われたことにはカ
チンときました。

あり．がとうという気

持ちを言葉で表して

くれてうれしいq

「I　　F

卿L・・1量．
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‘

縁あって生活しているので、

助け合いましょう！

．llll．＼

眼彪　　説・

私もこの世の中の一

人としてみてほしい。

ただの小間使いおば
さ．んではない【

自．己中心的で意地っ

張．りな性格なのに、

常に私のことを思っ
てくれる．ことに感謝

しています。

私も食べるために働いてきた6

子育ても介護も一生懸命やっ
てきた。少し分かってほしい。

「きたひろ男も料理をつくるかい」の皆さん、「本音アンケート」に回答して下さった皆さん、ご幅力ありがとうご

ざいました。

　これまでの座談会・アンケートから、夫婦はお互いに相手を気にかけ、理解し合いたいと思っていることが見え

てきました。．

r夫婦に限らず、社会全体の入間関係において、自分の価値観ばかりを押
し付けず、帽手の価値観も認め、ゆずり合うことが何より大切ノと言えるので
はないでしょう．か。

総
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．動
1アーク・．ライフ・パランズ．．～仕事や家庭から少し離わた、：もうひとつの時間

　私たちは、仕事や家事・育児などの日々の暮らしの中で、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の

調和）をとることで、人生の生きがいや歓びを感じて暮らしています。

　ζの生活の中に、さらに個人の趣味や自己啓発活動を取り入れると、ストレス解消、仲間作り

etc…　と一層充実した時間を持つことができます。これもワーク・ライフ・バランス。個人の努力は

もちろん、家族の理解や協力、そして社会全体の支えがあってこそ実現します。

　ここでは、広報委員の2人が、それぞれ所属するサークルの活動を通した『活き活きライフ』をご紹

介します。

　　　　　　　　　1　人形劇サークル「たまご座」は今から24年前、「自分達の子供に人形劇：

　　　雛・繰翻耀野離舗講罎さ蔭蘇緒論善灘磐潔i．．泥ま

　　窄み．　　　1どの公演活動を行っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

　　　　　　　　　1　男女一緒に活動しているサークルではありませんが、家族の協力もあ1
　　　　　　　　　1り、親子一緒に人形劇を楽しんでいます。原則、土日は家庭中心です。　　1
　　　　　　　　　」　＿　　＿　　＿　　＿　　需　　＿　　＿　　囲　　一　　一　　一　　＿　　＿　　一　　一　　＿　　＿　　＿　＿　　一　　一　　＿　　＿　　一　　営　　曽　　＿　　一　　一　　＿　　一　　＿　　＿　　＿　　＿　　＿　　＿　　＿　　＿　　＿　　＿　　r　　F　　P　　門　　一　　r　　F　　＿　　r　　r　　r　　J

　木曜日、図書館の2階の部屋に来てみて下さい。色々な話題が飛び交っています。我が子のエ
ピソード、親が体調を崩したこと、孫が生まれたこと、パート・講習会のことetc。互いの家族を

思う心、コミュニケーションを大切にする心、子供達の笑顔を何よりも喜ぶ心。これらが今のた

まご座の一番のベースかもしれません。いつもは互いに教え合って練習をしていますが、人形劇
を見に行ったり、プロから教わったりもします。

　　　　　　　　　　　　　　　読書まつり等では我が子も参加し、他校の子供達や他のサーク
　　．，謬∵．．ll　．．，　．．．　ル、地域の人々と楽しく活動しています。夫達もたまの土曜日な

鮮碧璽．…鵬艦灘、轟砦胎鰯魏繕謀るこ
．．．． D橘ギ．丁・．・1荷物が多し、ので図書館の撮は梢にありがたし、です．贈

　　　　　　　　　　　　　，1んで下さる幼稚園や老人施設の皆さんの笑顔や声援は本当にうれ
　　　　　　　・r…　．．』　しく元気が出ます。皆さん、これからもよろしく。感謝。（伊藤）

　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　コ　　　　コ　　　コ　　ロ　　　　　　　　　　　ロ　　コ　コ　　コ　ロ　　ロ　　ロ　　コ　　　　　ロ　　ロ　　コ　　コ　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　ロ　　ロ　　ロ　　コ　　ロ　　ロ　　コ　　ロ　　ロ　　ロ　　コ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ヨ

1北広島美術協会は平成2年に設立され、3月に20周年を迎えます。芸術1
：文化ホールギャラリーで年に2回、展覧会を行い、毎回来場者は千名を超l

lえます。作品のジャンルは油彩・水彩・日本画・版画と幅広く、市民の方にl

l楽しんでいただいています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　1、抗

北広島　、

美術協金
　さム．

　結婚してあれよあれよという間に4人の子の母になり、家事・育児に追われる中、夫の「女房が家

事以外に夢中になるものを持っているのはいいことだ」という声に押されて、自分のための活動も

してきました。最初にとりかかったのはPTA。わが子の置かれている環境を全て把握していたくて、

積極的に委員や役員になりました。次に婦人ソフトボール。青空の下、グラウンドを走り回り、汗を

流しての練習は心も身体も元気いっぱいになりました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N　美術協会では人生の大切な友人がたくさんできました。その後、

夫が退職したときに同じサークルにいられたらと一足先に入って

おいた混声合唱団、自分の書いた文章が本に載り、それが本屋さ

んの店先に並ぶというハッピーな体験ができる文芸協会、福祉ボ
ランティア、と思い切り自分の時間を作って楽しんでいます。

　あと、したいことは、木彫りに山登りに・一ああ、時間が足り
ません。（宇田川）

平成21年度男女平等参画推進事業報告
　　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。
　　平成21年度は、男性も女性も受けられる講座・事業を多く実施しました。

コミュニケーションスキルアップ講座「大人のコミュニケーション術～説明力向上・講論力向上」

6月11日（木）・18日（木）・25日（木）　19：00～20：50　芸術文化ホール活動室

講師：岡山　洋一さん（札幌ディペート研究所　代表）

亭奪．

．卿！．．

講座内容
・ディペートを知ろう1／論理的に考え話す
・議論の仕方／日常の中の議論

・ディベートの試合をしてみよう

謹
祠

コミュニケーションスキルアップ講座「好感の持たれるコミュニケーション」

6月18日（木）・25日（木）・7月2日（木）10：00～12：00夢プラザサークル活動室

　　　　　　　　　　　　　　　　講師：山上　文子さん（HEART　STRINGS　代表）

●参加者アンケートから
・とても勉強になりました。コーチン

グには以前から興味がありましたの
でとても良い学びの時になりました。

出来ればもう少し長い日程だったら
嬉しかったです。

・先生の話す言葉の抑揚が素敵で、ぜ

ひ真似できるようになりたい。

・相手の良さを引き出し、自分にもプ

ラスになるという事、知らないうちに

実行していた事もあったので、これか

らも思い出し、実行していきたいと思
います。

講座内容
・ワンランク上のコミュニケーションを学ぶ

・相手の行動を促す「聞き上手のテクニック」

・相手の心をつかむ「魔法のトーク」

一翼二郷＾キ覇…嗣
　鷺霊’蓄幅類

　の●
i塑

墨

豊烈「 A2

　　　　　　

・し写

男女平等参画講演会「知っておきたい年金の話」

6月23日（火）　10：00～12：00　芸術文化ホール活動室

講師：千田　都茂美さん（社会保険労務士・年金コンサルタント）

冒　　噸P

　一へ
．饗タ・・

講座内容

・年金の仕組みについて

・公的年金の男女の蓬はどこにあるのか
・rねんきん定期便」とは何か ●取材感想

　人ごとと思っていた年金。我が家も

年金暮らしがスタートし、何とタイム

り一な講演と勇んで会場に向かいま
した。講師の千田さんは気取らない語

り口で年金の仕組みを説明。講演後の

参加者の質問コーナーも大変参考に
なりました。講演のキャッチフレーズ

「知っていれば必ず得をする」はその
通りでした。
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男女平等参画パネル展
『あなたがっくるパネル展」

6．月19日～26日

エルフィンパーク

交流広場

元気フェスディバル

男女平等参画

啓発コーナー設置

9月6日
総合体育．館

φ　．　．．　．　．

男女共周参画週間

図書館関連図書紹介

関係リーフレット展

6月13日～26日
北広島市図書館

・その他の事業

女性に対する暴力をなくす

運動パネル展

1．1月16日～24日

主ルフィンパーク

交流広場
：i逮．．

幽1L

　車成21年は、男女共同参画社．会基本法制．定10周年及び女性：差別撤

廃条約採択30周年の節目の年でレた。北広島市では、．男女共同参画

社会の実現を目指し「きたひろしま男女平等参画プラン」を策定．し各

種施策に取り組んでおり．ます。平成22年は、男女が社会に対等な構

成員．として、．あらゆる分野に共に参画する．男女共同参画社会を．．推進

していくため、第2次プランを策定してまいります6

きたひろしま男女平等参画プランの

　　　イメージデザイン

観

醗
＝撮

1羅

．罪女⑫それぞれの音（個性）．が，茸会のφで

葵しいメpディとなりハーモニーを奏でていきま覧

＊＊＊　平成21年5月に男女平等参画広報委員が交代しました　＊＊＊

　　　　　　　　聾委員　　　～お世話になりました～　　布施委員

あっという間の2．年間でした。突撃（笑）に近いインタビュー訪．
問や人生でこ．んなヂャ．ンスがな．ければ行くことの斡かった講演会．

など新し．い発見ばかりで、本当に勉強になりました6

．編集活動では最高のパートナーにも巡り．会え、6緒につくった記．

事．はいかがだったでしょうか？．

これからは温かきファ．ン．として「慕みんぐ」． yしみにしています々
あ．リがとうございました。

男らしい、女らし．い．．つてステキな事じゃない？と思ってい．る私．が男．

女平等の広報紙を作ったらどうなるんだろうと：思．って始φました。．

受け持った2冊の広報紙は思いが入り切らない部分もあり、もっと

視点を変えて作っても良かったと反省する事：もありますが、無事終
えることができためも皆さんのおかげです。．あ．りがとうござい．まし

た。．．

皆様のご意見・ご感想をお待ちしています。

北広島市中央4．丁目2．一1

TEL：011（372）　33．11

FAX：011（372）6188
Emai1：．shimins＠cit．kitahiroshima．1g．1

「．

i平成22年2月発行
；発．　行：：北広島．市（市．民生活．課）

1　　：敷平鯵画担当．
1企画・編集：．男女平等参画広報委員

i　　臓佳世予宇田川．留鐸
1．
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