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成田をめざして

第３３回 成田山平和大塔まつり奉納総踊り 女性の力強さを感じます。
◆男女共同参画社会基本法５本の柱

★Ｃｏｎｔｅｎｔｓ(主な内容)★

①男女の人権の尊重

☆ 平成 29 年度男女共同参画講座のお知らせ

②社会における制度又は慣行についての配慮

☆ 女性のための相談

③政策等の立案及び決定への共同参画

☆ 第４回男女共同参画セミナー報告
☆ さざなみインフォメーション

④家庭生活における活動と他の活動の両立
⑤国際的協調

なんだか難しい言葉に感じる「男女共同参画社会」
。言いかえると、
「だれもがお互いを思いやるこ
とのできるまちにしていこう」ということです。市では、男女共同参画社会を作ることの一環で、さ
まざまな講座を開催します。

今年度の「男女共同参画講座」の日程です。様々なテーマを設け、男女がともに輝ける男女共同参画
社会について学びます。是非ご夫婦やグループ、個人でもご応募ください。特に第２回セミナーは、昨
年に続いて子育て中のご家族を対象とした内容になっています。
（参加されるお子さんの年齢制限はご
ざいません。
各講座どなたでも参加できますので、お誘いあわせの上ぜひご参加ください！（※ 市内在住・在勤・
在学の方を優先に先着順となっております。
）皆さまのご応募をお待ちしております。

男女共同参画講座日程
会

場

日

時

テーマ・講

師

申込期限

じいじ・ばあばの孫育て講座
6 月 24 日(土)

センター会議室

午前 10:30～

第1回

4 月 24 日（月）

～孫育ての常識？非常識？イマドキの孫育て～
棒田

明子

氏（ NPO 法人 孫育て・ニッポン

～

男女共同参画

理事長）

6 月 14 日（水）

保健福祉館

7 月 22 日(土)

パパとあそぼ～新聞プールとダンボールあそび～

多目的ホール

午前 10:30～

村上

男女共同参画

9 月 30 日(土)

ＬＧＢＴってなに？（仮）

7 月 31 日（月）

センター会議室

午後 1:30～

室井

9 月 20 日（水）

フォーラム・

成田市役所

12 月 2 日(土)

オール１の落ちこぼれ、教師になる（仮）

10 月 2 日（月）

イン・ナリタ

大会議室

午前 10:30～

宮本

11 月 21 日（火）

理事）

～

ファザーリング・ジャパン

7 月 11 日（火）

舞花

延春

氏（教科書に LGBT を!ネットワーク共同代表）

氏（作家・元高校教師）

未定

男女共同参画

第４回

氏（ NPO 法人

～

第３回

誠

5 月 22 日（月）

～

第２回

日時未定
センター会議室

未定
未定

※男女共同参画センター ・・・ ボンベルタ成田アネックス館Ｂ棟２階

☆申し込み方法

①住所

②氏名

③電話番号 ④託児（2～6 歳）希望の有無（お子様の名前と年齢）

⑤市外の方は市内在勤・在学の有無

⑥手話通訳の有無

を明記し電話、ファックス、

Ｅメールのいずれかで各回申込期限までに成田市役所 市民協働課へ。
☆申し込み先

成田市役所市民協働課 〒286-8585 成田市花崎町 760
電話番号

0476-20-1507

ファックス 0476-24-1086
Ｅメール

kyodo@city.narita.chiba.jp

ひとりで悩んでいませんか?
女性のための相談
無

○

料

予 約 制

秘密厳守

女性のための相談

市では「女性のための相談」窓口を開設しています。家族のことや人間関係、また、自分自身について
日頃心にしまっている悩みごとなどをゆっくり話してみませんか。
「私が頑張らなきゃ」とか「私が我慢
すれば」と無理をしていることはありませんか。頑張りすぎると心が苦しくなります。誰かに『話す』作
業で心を軽くし、自分を取り戻しましょう。
また、ＤＶ(家庭内・夫婦間・恋人間における暴力)は犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。身体
的なもの、精神的なもの、性的なもの、経済的なものと形は様々ですが、ひとりで悩んだり自分を責めて
はいませんか。ひとりで抱え込まず、まずは相談から一歩踏み出してみてください。

相談できる内容

自分自身の生き方、夫婦・家族のこと、職場・地域での人間関係、セクハ
ラ等、配偶者等親しい者からの暴力など女性が抱えるさまざまな問題

相談員について

専門の女性相談員

相談できる方

市内在住者

相 談 日

毎週木曜日 午前１０時～正午・午後１時～午後４時（祝日を除く）

時

予約制となります。予約は下記の連絡先へ
○予約受付日 月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時まで （祝日・年末年始を除く）
○電話番号

第４回
・実施日
・講 師
・テーマ

０４７６－２０－１５０７（市民協働課）

男女共同参画セミナー報告
平成２９年 2 月 1１日（土） 午後 1 時 30 分～
野老 真理子さん（大里綜合管理株式会社 代表取締役社長）
「女性と仕事～わたしらしく生きて行こう～」

「女性と仕事～わたしらしく生きて行こう～」と題して、野老真理子さんにご講演いただきました。前
向きで明るい生き方や、気づく訓練により生き方が変わること等お話くださいました。また、社長として
社員一人ひとりと懇談をする事で、アイデアが生まれるそうで、現在 300 を超える地域活動をされてお
られます。その数の多さに感動いたしました。地域活動として駅、公衆トイレ、大網の浜の掃除、180
回を超える東北の震災支援をされております。また、大里総合管理株式会社では無駄を廃止し会社の会議
室を地域のみなさんに昼休み限定コンサート等素敵な空間作りとしてお貸ししておられます。地域の皆さ
んと共にという女性としての力強い生き方に感銘し、自分が今住んでいる地域に少しでもお役にたてるよ
うにと思う講演でした。大網白里を訪ねてみたい！（不二山推進員）

男女共同参画推進員の皆さん
今年度のセミナー・講座の企画、運営に携わっていた
だく１０名の推進員の方々です。
４月２５日には小泉市

男女共同参画センターを
ご存知ですか？

長からの委嘱状交付式及び第１回目の会議を開催しま
した。
これから１年間、
セミナー等でお会いすることになり
ますので、お気軽にお声かけください。

男女共同参画センターは、
「男女共同参画社
会」の形成を推進するための自主的な学習及
び活動の拠点施設として設置しています。
だれでもご使用いただけるミーティング室
の他、会議室、活動室、多目的室など貸出施
設もございます。貸出施設を使用するには事
前の登録が必要です。
登録は３種類、
「認定団体登録」と「団体使
用登録」と「個人使用登録」がございます。
詳しくは、市民協働課までご連絡下さい！
（電話番号 0476-20-1507）

（写真は左下から佃さん、佐藤さん、小泉市長、
大森さん、原さん、左上から山口さん、羽根田さん、
平尾さん、藤﨑さん、富田さん、大野さん）

◆６月２３日～２９日は
「男女共同参画週間」です
性別に関わりなく、個性や能力を発揮できる
「男女共同参画社会」の実現が求められていま
す。内閣府では、男女共同参画の理解を深める

（写真は会議室）

ためにこの週間を定め、各種事業等を全国的に
実施しています。キャッチフレーズ募集もその

編集後記：年度も変わり、男女共同参画推進員

一つです。平成 29 年度のキャッチフレーズは、

の方々にも新しいメンバーが加わりました。

「男で○、女で○、共同作業で◎。
」が選ばれ

「あらゆるひとを思いやるまち」ができるよう、

ました。

みんなで協力し、楽しい講座と情報紙さざなみ

私たちのまわりの男女のパートナーシッ
プについて、この機会に考えてみませんか。

をつくっていきたいと思います。応援よろしく
お願いします。

※さざなみは、市役所、各支所、公民館、図書館、保健福祉館、三里塚コミュニティセンター、公津の杜
コミュニティセンター、男女共同参画センター、市のホームページにあります。
登録番号成協

17-008

