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第 1 部
来賓　信貴市長、西村市議会議長、津村市民生活部長

西村人権推進課長、河内男女共同参画担当主幹

小林女性センター館長、同職員5名

貝塚代表から「女性会議が男女平等参画社会の実現に向
けて活動し続けて30年。社会も少しずつ変化してきた。今や
女性の活躍がなくては日本は成り立たない時代に来ていると
思う。昨年行政からの依頼で地域に出向き、女性会議の存在
や活動を知ってもらう良い機会を得た。このような活動を今
後も続けていきたい」と挨拶があった。来賓の信貴市長から
は、校区別人権問題研修会のお礼と、早くから男女共同参画
社会の実現に取り組んでいる女性会議への感謝を述べられ
た。施策としては、岸和田市男女共同参画推進条例に基づき、
市の審議会で女性の比率を高めることに取り組んでいる。ま
た現在1.54という出生率をますます高めていき、岸和田で出
産、子育てしやすいまちにしていきたいとのことだった。西
村議長からは、市議会も行政と手を携えて女性の比率を高め
るよう努力していきたい。女性の立場からの声をどんどんあ
げていってほしいと挨拶された。
議事 2014年度事業報告　　2014年度収支決算報告
 2014年度会計監査報告
 会則の改正　　役員改選
 2015年度事業計画案　　2015年度会計予算案

以上すべて承認されました

第 2 部
　河内主幹から、「岸和田市男女共同参画推進計画～第3期
きしわだ女性プラン～」の平成26年度の進捗状況をお話いた
だきました。
　現在岸和田市では、男女共同参画推進計画に基づいて、
各課でそれぞれ取り組みを行っています。この計画は、次の
5つの分野に分かれています。

・互いの人権の尊重
・男女共同参画に向けての意識づくり
・男女がともに参画できる仕組みづくり
・労働分野で男女共同参画できる仕組みづくり
・DVの防止対策と被害者支援の仕組みづくり

　今日は平成26年度の重点項目について説明させていただきます。
１．固定的性別役割分担意識の解消のための啓発・市民意識調査

啓　発 　　
①男女共同参画フォーラムの開催

　平成27年1月、元厚生労働大臣の小宮山洋子さんを講師に
　「想いを行動に～政治も、仕事も、子育ても～」

・フォーラム開催当初（平成元年）は、女性の地位向上に
向けたとりくみが主体

・平成11年に男女共同参画社会基本法、平成23年に岸和
田市男女共同参画推進条例が施行

・男女共同参画社会の実現には、女
性だけでなく男性自身の意識改革
も必要。男性が参加しやすいように
「女性フォーラム」から「男女共同
参画フォーラム」に名称を変更。
今回、男性の参加率が初めて30%
を超えた。

②広報きしわだ、市ホームページ、「人の輪」等で記事を掲載

③女性センターで男性の家事、育児に関する企画を実施

　女の生き方塾「フィンランドのイクメン事情」、イクメン・
カジダン写真コンテスト、パパ子deパパッとクッキング など

市民意識調査の実施    　平成26年11月実施、回収率37.5％
（平成22年度実施時は 33.0％）

２．ＤＶ被害者支援体制の連携強化・ＤＶ根絶に向けた啓発

①校区別人権問題研修会（市内20か所で開催）において、DV防
止及び市男女共同参画推進条例をテーマにした研修を開催

②女性センター講座等の開催
DV防止講座「傷つけあう家族～DV・虐待の連鎖を断ち切るために～」
出前講座、DV防止・被害者支援をする女性センター登録
グループ「ほっと＆LOVE」の活動支援及びデートDVに関
するワークショップなど

③ 頻度、対象を増やし啓発を実施
・相談窓口案内の全戸配布…きしわだ男女共同参画

フォーラムのちらしの裏面で、DV相談窓口をPR。
・街頭啓発…JR東岸和田駅付近、市のイベントなどで相

談窓口案内や啓発冊子等を配布。（お城まつり、市民健
康まつり、福祉まつり、農業まつり、介護セミナー等）

・市内事業所や学校関係にも相談窓口案内や啓発冊子などを配布
３.　審議会への女性の参画促進

　実績：平成26年4月1日現在の参画率…33.8％
・委員改選時期にあわせ、「岸和田市附属機関への女性の

参画促進に関する指針」の徹底を図った
・委員改選後は、「委員選任状況報告書」の提出により、

達成のための留意点や未達成となった理由、次回改選
時の改善策の報告を求めている

・「岸和田市女性人材バンク」を整備し、登録者の概要を
各課に情報提供した

・「岸和田市女性人材バンク」の登録者7名に審議会の委
員公募や会議開催の情報を随時案内し、参画に意欲を
もってもらえるよう働きかけている

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　４月26日の市議会議員選挙で女性の市議会議員が5名にな
りました。26名中5名で約20％、目標までまだ届かないとはい
え、少しずつの進歩はうれしい
ことです。誰もが生きやすい世
の中を目指して、ゆっくりの歩み
でも諦めず、常に声を挙げ続け
てゆくことの大切さを改めて感
じています。 （馬場　由美子）

日　　時 ： 2015年4月11日(土)　10:00～12:00
場　　所 ： 女性センター　大会議室
参加人数 ： 77名
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代表世話人
事 務 局 長
事 務 局 員
会 　 　 計
会 計 監 査
世 話 人

　小南ひとみ ◇中川　麗子 野上　千寿
◇宮路　良江
◇安藤　　長 ◇貝塚眞知子 ◇熊取ちゑみ 　実川　孝子 　竹末美恵子 　西村　令子 ◇山中眞知子
　川本佐知子
◇泉本　法子 ◇米川　典子
　池田　啓子 泉本　洋子 ☆稲富　信子 　今崎　照子 ☆梅崎美智子 　小畑　博子 　尾矢千衣子　
　川﨑美彌子 　阪森由紀子 ☆桜井　一宇 ☆澤田眞寿美 　〆野久寿喜 ☆田端　和子 ◇中　眞茅子　
☆西山　早苗 ☆浜崎美知世 　馬場由美子 　星川　成子 ☆福井真由美 　松田　真弓 　松本　妙子　
　南　　淳子 ☆明瀬カヅ子 　森下　明美 　柳澤　早苗 ☆山本　一美 ☆和田由紀子

☆印は新しいメンバー　　◇印は役職変更のメンバー　　　　は団体からのメンバー

◇◇◇◇◇◇  2 0 1 5 ～ 2 0 1 6 年度新役員紹介（敬称略） ◇◇◇◇◇◇

　『生活と健康を守る会』と聞かれて、「あ～あ～知っている
よ」と言われる方はまだまだ少ないかもしれません。事務所
は上野町西15−15、千喜里保育所の浜側に古びた建物があり
ます。トイレを借りに来た小学生が「なつかしい建物やなー」
と感心していました。
　それはさておき、この会は全国的な組織でもあり、目的は
次のように定められています。「この会は低所得者を中心と
した地域住民の生活と健康、権利の保障を国や地方自治体、
大企業に要求し、実現することを目的とします」もちろんど
なたでも入会できます。
　毎日のくらしで困ったことはありませんか？失職してしまっ
た、年金だけでは暮らしていけない、生活費におわれて種々

の税金を滞納してしまっている、一人暮らしで助け合ったり話
し相手がいないなど、こんな時はどうしたら…そうなんです！
そんな時、相談にのって一緒に考えるのがこの会なんです。
　国保や介護保険の減免制度や様々な暮らしを助ける制度
など詳しく説明し、必要な方には生活保護制度の利用も提案
します。制度利用だけでなく一人ひとりの願い要求を自治体
との交渉を通じて届けてもいます。
　一人はみんなの為に、みんなは一人の為にを合い言葉に家
族ぐるみで班に所属し、年3回の楽しいバスツアーも企画し
ています。もっと人間らしく生きる権利・平和を守っていけ
る社会をめざして、一人ぼっちの人を作らないそんな会をめ
ざしています。

会長　　山田　英子生活と健康を守る会団体会員紹介 ⅩⅨ

（退任者）伊藤美枝子、猪口房子、倉田りつ子、田中由美子、谷中明子、中塚鞠子、西田幸子、原玲子、穂積雅子、三宅竜矢
　　　　 矢野美智子  　 以上の方々は長くお世話いただきましたが、このたび退任されました。ありがとうございました。

女性学サークル 部長：小南ひとみ　　月１回　
目標：クオータ制についてより広く知ってもらう講座を企画開

催する
内容：◦当市や近隣市の議員・行政管理職・審議会等におけ

る女性の比率の調査研究　◦ハーグ条約、女性差別撤
廃条約などの国際条約について

ワーク部会 部長：本郷元子　　　第２火曜夜

目標：少子化を視野に、地域での女性の働く環境の向上につ
いて研究と行動

内容：講演会、調査、会社インタビューなどを行い、企業・雇
用者の産休・育休等の意識向上を図る

　　　◦イクボスについての講演　◦女性の起業貢献度は高
いことのアピール　◦産休、育児休暇、有給休暇取得
についての業種別調査等

福祉部会 部長：西田幸子　　　１０回　
目標：高齢者の介護、医療、住まい方について
内容：◦「認知症カフェ」の見学　◦介護保険改正について学ぶ

◦「地域包括ケアシステム」の周知と検証を校区別交流
会のテーマにしてもらえるよう働きかける

サロン・ドゥ・GOMI 部長：森下明美　　第３月曜午前　
目標：岸和田のゴミ問題や環境問題について学習し行動につなげる
内容：◦岸貝クリーンセンターの見学　◦食べ物や生物等の

安全な環境について　◦生活環境課と懇談　◦エコ
キャップの回収

お針子サロン 部長：三宅澄子　（今年度は募集終了）

小物（第２火曜）、衣服（第３月曜）、袋物（第４木曜）
運営委員会（１５回）、展示会　　　

目標：タンスに眠っている古い着物を小物、衣服、袋物など
に甦らせる

内容：年初め全体会で運営委員・日程・行事を決めて、講師・
指導部・部員と共に学び、それぞれを高める

悠遊・UBAステーション 部長：柳澤早苗　　第４火曜午前　
目標：◦高齢者となっても、自分らしく生きていくための準備

をしておく。そのため、葬儀、墓、遺産相続、老後の
ネットワークなどを考える

　　　◦市民のための合葬墓建設の実現に向けて活動する
内容：◦公園街路課と市民合葬墓建設について意見交換  　

◦相続手続きの実践経緯を聞く　◦認知症予防について

部会活動 部 員 募 集

お問い合わせは事務局まで　　℡　 0 8 0 - 4 9 8 4 - 5 2 2 6　　
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2014年の「ジェンダー・ギャップ指数」は142カ
国のうち日本は104位。女性議員（衆議院）の数
に至っては129位と低迷を続けています。政策
決定の場に女性を増やすためにはどうすれば
よいのでしょうか。クオータ制（割当制）の導入
も有効な方法ではないでしょうか。女性学サー
クルでは１年間「クオータ制」の学習に取り組み
ました。そこで女性会議は女性センターと共催で
講演会を開催しました。
　当日は118名が10個のグループに別れ、ワークショップ形式
で行いました。
　初めに講師より、議会制度の発祥の地である「イギリス議
会」の歴史についてのお話から入り、「クオータ制」とは何か？
その意義と課題について学んでいきました。
⑴アファーマティブ・アクション（アメリカでの語法）
　「差別解消のための積極的改善措置」　1960年代以降のア

メリカ公民権運動の成果で、差別をなくすための積極的な
施策がとられ、対象が女性にも及んでいった。

⑵ポジティブ・アクション（イギリスでの語法）日本はこちらを採用
　「積極的改善措置」　男女間の格差を改善するため必要な

範囲内において、男女いずれかの一方に対し、当該機会
を積極的に提供する。つまり差別の解消に役立つ積極的な
行為・取り決めをさす。

⑶クオータ制「割当制」性別などを基準に一定の人数や比率
を割り当てること

　以上説明があり、次にポジティブ・アクションについての5
つの問題点を出され、グループのメンバーで討論することに
なりました。
①なぜ女性と言うだけで優遇されるのか。割当によって女性

を優遇するのは男性への差別（逆差別）ではないか。

②私（男性）は女性を差別したことはない。差別した証拠（故
意・過失）はあるのか。また過去の社会がしてきた事に対
して責任を負わされるのはなぜか。

③能力のない人を雇用したり議員にしたりするのは、憲法の
基本理念（個人主義）に反するのではないか。

④女性が進出できないのは男性にくらべて努力が足りないだ
けだ。女性を優遇すれば、「女性には力がない、優遇なし
では何も出来ない」と言う烙印を社会に植え付けるだけだ。

⑤女性の代表が、女性の利益のために議員活動するとは限らない。
これらについて、

＊男性が家族を養っているということが前提になっている。
昇進については、女性が地位を上げる機会が少ない。

＊家事・育児・介護の従事者の多くは女性であり、性別役
割分業の肯定論がわが国では強固に残っている。

＊労働の場面で差別されているのは圧倒的多数は女性であり、
能力を活かさせない社会の雇用のあり方こそが問題である。

＊男性の長時間労働の是正が試みられていない。
＊現在差別的な状況に置かれている側を平等な状態にする

には、それ相当の手段を用いなければ不可能である。
以上のような意見が次から次と出ました。工夫をすれば可能
性はある。取り越し苦労せずに
まずはやってみよう。チャレン
ジ精神がなくては現状（男女不
平等に根差す超少子高齢社会）
を打開できない。ということで
落ち着きました。

  ………………………………………………………………
　戦後初の衆議院選挙で女性議員が39人も当選した。快挙
である。このときは大選挙区制限連記投票が採用された。今
の単記投票でなく2～3人投票できたのである。しかし、ただ
一度だけの特異な制度として採用されただけである。これも
工夫の要因ではないだろうか？70年たった現在も、女性衆議
院議員の数は39人である。
　当日講師の言葉で最も心に残ったのは「この世に男女がほ
ぼ同数居るのに統計的に女性のほうが少なければ、それは差
別である」納得です。結婚に際して自己の姓を称する女性は
断然少ない。　　　　　　　　　　　　　　 （野上　千寿）

Ｑ バケツや洗面器など製品そのものがプラスチックなのに、プ
ラごみに出せないのか

A プラマークがあるもののみ「プラスチック」の回収に出せる。
マークの無いもの、例えばコンビニでもらうフォークやスプー
ン、クリーニング店のハンガーやカバー等は普通ごみへ

Ｑ プラごみに付いている表示シールは取るべきか
A 取れないものは普通ごみへ。分別できないもの、汚れが落

ちにくいものは普通ごみへ
Ｑ プラとアルミ等が一緒になっているものは？
A 普通ごみ。迷ったら普通ゴミへ

Ｑ 缶・ビン・ペットボトルを一緒に
出すとのことだが、どのようにし
て分けていくのか

A クリーンセンターでペットボトルだけコンベアー上で手作業
分け、あとは機械で

Ｑ ビンについているラベルは外すのか
A 外さなくてよい。汚れが少ない状態で出す
Ｑ 使い捨てライタ―は「使い切って」と書いているが
A 押しボタンを押した状態でセロテープ等で固定し、

しばらく置いてガスをすべて出し切ってほしい

女性週間におくる

女と男で フィフティ&フィフティ
～ あらゆる決定の場にもっと女性を ～

新しいごみの出し方 ～4月からどう変わるの？？家庭ごみの分け方・出し方～

　職員より資料とＤＶＤによる説明を受け、正しい分別について学習しました。リサイクル率は微増し
ているようですが、ごみの減量と資源化のために私たちが出来ることはまだまだあるように思いました。

講師　松田　聰子さん　（桃山学院大学法学部教授）
・4月11日（土）  13：30～15：30  女性センター

・参加者：118名

出前講座

Ｑ 

＆ 

Ａ（
一
部
抜
粋
）

　容器包装リサイクル法の規定によると「容器・包装」であるか否かなので、同じ素材であってもその用いられ方や商品形態に
よって「プラ」となったり「可燃・普通ごみ」となります。この法律の趣旨が製造販売事業者に容器包装物にかかるリサイクル費用
の負担を規定しているからです。「容器・包装」のためのものとして製品に付随しているものであるかどうかという見分け方でした。

（サロン・ドゥ・ＧＯＭＩ）

・3月15日（日）  10：30～12：00　女性センター　・生活環境課職員４名　・参加者22名
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Ｑ お二人のプロフィールは？
澤田：家族は夫と高校1年と3年の娘。短大を卒業して法律

事務所に勤務、その後医療生協勤務を経て38歳で関西医
療専門学校へ入学。卒業後は自宅で鍼灸院を開業。平和
を求める運動や「いずみの森合唱団」を結成してうたごえ
の活動をしてきました。

南：家族は夫と大学3年の息子、医療に従事する社会人の
娘。若い頃は金融機関に勤務しましたが、夫が自営業な
のでその手伝いをしていました。

Ｑ 立候補の経緯、そのときの想いなど。
澤田：昨年末突然「議員に」とのお話、もう青天の霹靂。戦

後70年の節目の年、戦争か平和かの岐路に立つ日本の現
在を生きる者として、何かしたいという思いと、「世のため
人のために汗をかきなさい」と母から背中を押されたこと
もあり、立候補を決意しました。短期決戦でしたが、市民
の皆さん方の支えにより、議員に押し上げて頂きました。

南：お話があった時には崖から飛び降りる気持ちでお引き受
けしました。現在女性が進出できる“時”が来ていると思
い、また女性は一つの家族を支える太陽のようなものであ
ると考えておりました。その女性が政治と関わっていくこ
とで、一人ひとりの声が聞き取られ大切にされる、そんな
輪が広がっていけばと思います。

Ｑ 一人ひとりの声を聞きくために何か具体的なことをされてい
ますか？
南：多種多様な方々と関わるため地域の小さな単位として

「語る会」を設けています。自分はお巡りさんではありま
せんが、地域を廻って駐在所の人とも対話し、地域の問
題点が分かるよう努めています。皆さんと話し合える“場
所”が必要ですね。

Ｑ 女性会議ではここ何年か「女性の就労と子育て支援を考え
る」を活動のテーマにしています。今年から学童保育も名目
上は６年生までとなりましたが。
南・澤田：私も子どもを保育所や学童保育に預けていました。
南：待機児童の件で校区の校長先生にもお伺いしましたが、

行政の予算が少ない中、どうしていけばいいのか？たとえ
ば私個人の意見として、元気な御年配の方達に学童保育
の補助をして頂くという形もできれば良いのではないか？
只、何事か事故が起きた時の責任問題もでてくる、その
事を考えると難しいもので、その点を踏まえた上で考えて
いるところです。認定子ども園の活用なども待機児童のた
めにできないものか･･･と。行政の方とお話もさせて頂き、
少子化の時代ではありますが市民の声を活かしながら、
待機児童の減少に取組んでいきますとの事です。

澤田：待機児童の多い所では1クラス学童保育が増えました。う
ちの子は小3まで学童保育に通いました。宿題をして本を読ん
で、あとは年下の児童を遊ばせてあげるなどしていたようです
が、本人としては退屈な面もあったようです。子ども自身が「学
童保育に行きたい！」と言わしめるような学童保育であってほ
しいと思います。高学年も対象となると指導員の方の研修の充
実なども含めて、内容を工夫していく必要があると思います。

Ｑ 放課後の子どもの居場所の一つになり得る公民館がほぼ小
学校区ごとにありますが、子育て世代は当市で子育てしにく
いと感じるのか他市町村へ転居する人も多いようですが。
南：公民館も実際どういう風に活用されているのだろうかと思

いますね。様々な取組み、そして地域活動の拠点にも使用
されておりますが、学童の居場所として使える方法も考えて
みませんと。そういうことを行政へ提案していきたいです。

澤田：医療費の助成をとってみても、当市は小3までですが、
中学卒業までの他市と比べると子育て世代にとっては魅
力がないのでしょうか。

南：若い世代の人たちは案外本当に現実的なのです。しっ
かりと地についた自分達の生活を考えて人生設計をして
いるようで、すごいな、と思います。一つには家庭教育学
級から始まった皆さんの繋がりを広めていくことで、また
家庭というものを考えていけるのではないかと。

Ｑ それがこのところ、家庭教育学級が減少していて、“子育てサ
ロン”の方はなかなかの盛会ですが。
南：子育て中のお母さんは仕事があってお昼出るのが難し

いですよね。でもサロンでの関係はずっと続いていくよう
です。フェイスブックなどでどんどん情報交換して見えな
いところで繋がっています。そういう人たちの意見を聞く
場を持てたら･･･。

澤田：お母さん同士のつながりを求めて来られている方や、
子どもを遊ばせてあげたいという思いで参加されていると
思います。子どもが入園、入学すると、つながりができて、
あえて家庭教育学級に行かなくてもいいという考えの方が
多いのでは。学級で学ぶ楽しさを伝えられればいいです
ね。

Ｑ 最後に、お二人の今後の抱負をお伺いします。
南：「顔の見える行政」であることが一番大事ではないで

しょうか。何のために市役所があるのか、何のために市
民は税金を納めるのか、「行政」は皆の生活を支えまた皆
に支えられていること。自分も顔を見せながらそれを伝え
ていきたいと思います。

澤田：「市議会議員」は、市民のみなさんの身近に役立つ存
在と思っています。地域を廻って一人ひとりの意見を聞く
ことも大切です。でも、その地域の方が自分たちの声を
ひとつにまとめて大きな声にして頂ければどんなに心強い
か。市民のみなさんとのキャッチボールでみなさんの声を
実現していけたらと思います。住みよい岸和田をつくって
いきたいです。

＝＝＝＝＝＝ インタビューを終えて ＝＝＝＝＝＝
　働く女性の安心できる子育て環境づくり、子どもたちの安全な居場所
作りが、少子高齢社会真っただ中にある我が国の喫緊の課題です。
　その「当事者」である・あった方々を今後ますます議会へ送ることが
できるように、と市民としての責務を感じました。
　お二人には大変ご多忙中のところどうもありがとうございました。　　

（実川　孝子）

この人にインタビュー

　この度の統一地方選で新しく市議会議員になられた澤田和代さんと南加代子さんに
お話をお聞きしました。

・5月28日（木）  10：00～11：30　女性センター　　・女性会議6名

澤田和代さん 南加代子さん
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障害児支援のこれから
　　　　　　　　　　安藤　長

　「少子化」が叫ばれて久しくなりますが、毎年生まれて
くる子どもの数は、確実に減っています。しかし、障害を
もった子どもの数は、確実に増えています。それは、「医
療の進歩」のおかげです。定員200人として建設された佐
野支援学校（当時は佐野養護学校）は、現在400人を超える
子ども達が在籍しています。そのため、特別教室をつぶ
し、廊下も教室に転用しています。運動会も2回に分けて
実施しなければならない状態になっています。
　佐野支援学校は、知的障害や発達障害の子ども達の支援を
行っていますが、近年、発達障害の子どもが増えています。
　「発達障害」は、外見ではわかりません。生まれつき
持っている脳の働きに由来する障害だからです。その症状
は、行動の様子を通して幼児期から学齢期にかけて明らか
になります。例えば、音に対して非常に敏感になる、突然
走り回る、突然大きな声を出す、などです。これらは決し
て親の育て方やしつけが原因ではありません。脳の発達と
関係しているのです。

 「発達障害」には  

① 学習障害（LD）
・知的発達の遅れはないが、認知能力のばらつきが大きい。
・聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するなど

の特定の能力が十分に発揮できない。
・中枢神経系に何らかの機能障害があると推定される。

② 注意欠陥多動性発達障害（ADHD）
・行動をコントロールすることが困難なため、不注

意、多動性、衝動性という特徴がみられる。
・社会的な活動や学業の機能に支障をきたす。
・7歳以前に現れ、その状態が継続し、中枢神経系に

何らかの要因による機能不全があると推定される。
③ 自閉スペクトラム症
    （自閉症・高機能広汎性発達障害・アスペルガー）

・双方向の交流ができない、人の気持ちが読めな
い、会話による気持ちの交流が難しい、想像力の
障害いわゆる「こだわり行動」などが特徴。

　どんな重い障害をもった人たちも、人間として尊重され、
社会の中で一人の人間として生きていける社会を作っていく
ことが私たちの責務です。障害をもった子ども達は、決して
「困った子」ではなく「困っている子」なのです。
　障害を理解して、多くの困難を抱えている子ども達に少
しでも力を貸して欲しいと願います。

おめでとうございます

阪森　由紀子 さん
平成27年度　憲法記念日知事表彰　＜表彰部門＞　男女共同参画関係

福祉部会

「認知症カフェ」を訪れて
　　西田　幸子

　「認知症カフェ」は厚生労働省が2012年に定めた「認知症
施策推進5カ年計画（オレンジプラン）」で普及が謳われ（１
/27新オレンジプランが発表済）、運営主体は自治体やＮＰＯ
法人、高齢者施設等様々です。開催場所も民家や病院、高
齢者施設等幅広く、認知症の人やその家族、地域住民、医
療や介護の専門スタッフが集う場として全国的に活動が広
がっており、岸和田市に於いてもグループホームの「大阪緑
が丘」（第2土曜）、「アムール岸和田」（第4土曜）に於いて開
催されているということで訪ねました。
　開催目的はカフェに集まった人達が交流し情報交換や相談
し合ったりする中で、孤立しがちな認知症の人とその家族が
地域社会と繋がり、地域住民も認知症を理解し支える意識を
育んでいくことにあります。入所されている方々がにこやか
にサービスしてくださるケーキ付コーヒーを100円でいただき
ました。入所者の方々は其々の持ち味を発揮し、役に立って
いる実感からか生き生きとした表情をされていましたし、訪
れた人達も「認知症であっても色々と出来る事がある」との理
解を深める機会になり良い活動だと思えました。また嚥下障
害や認知症サポーターについてのお話もうかがいました。
　部会では本年度、前号で記した「地域包括ケアシステム」
の学習を、校区別交流会を兼ねた女性会議全体の活動とし
て取り組んでいく予定です。

（５/９・５/23）

　５月６日、憲法記念日知事表彰式が国際会議場で催された。
個人の部・男女共同参画関係で、私が府内で一人推薦を受け
職員の河内さんと出席した。
　かつて、大和川を越えると男女共同参画政策は不毛の地だ
と言われていたが、岸和田市行政に担当セクション設置、超
党派による女性会議結成、女性センター開館等 、々良き指導
助言を得ながら市民が志を一つに四半世紀の活動を続けてき
た結果である。
　府で認められた事は、殊の外嬉しい出来事だが、意識改
革の道半ばであり、素直に喜びを共有し今後も期待に応える
努力をと思う。

受賞者のことば

日本女性会議2015倉敷

思いやり 男
ひと

女が集う 白壁のまち
〜ライフステージとそれぞれの男女共同参画〜
とき：10月9日㈮〜11日㈰

第17回　　 
お針子サロン展示会
と　き：10月18日㈰

10：00〜
ところ：兵主神社

エコキャップ運動にご協力を
女性会議で集めているエコキャップは
ＮＰＯ法人「エコキャップ推進協会」へは届けていません。
2011年からリサイクル回収業者へ売却し、その代金
を直接NPO法人「世界の子どもにワクチンを日本委
員会」に寄付しています。昨年は300.9㎏＝3009
円、150人分のポリオワクチンを支援できました。引
き続き活動していきますのでご協力お願いします。　 
＊収集箱は女性センターに設置しています。
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おつう部屋
倉田　りつ子

　古い着物を手に取ってながめる。
どんな時代にどんな人が着たのだろ
う？また自分のタンスから引っ張り
出しては「これはもう、着ることは
ない」と思い切ってハサミを入れる。
　お針子サロンに席を置いて3年が
過ぎた。月一回の教室はとても楽
しい。一ヶ月が待ち遠しい。指導
員の先生方は厳しくも温かく、私
の理解力のなさにあきれながら根
気よく指導してくださる。出来上
がった時は自分でもほれぼれしな
がらながめる。
　作品を持ち寄って他の生徒さん
といろいろ、苦労した部分等話し合
いながら笑ったり、真剣に人の技術
を盗んだりして2時間30分は、あっ
という間に過ぎてしまい、帰宅。家
に帰ると夫と92歳の母が口を開けて
待っている。「私はつばめの親か」
と心でつぶやきながら台所に立つ。
　また、自作の物を着て買い物に出
かけた時、全く知らない人からほめ
てもらうと、もう、天にも昇るうれ
しさで思わずスキップしたくなる。
66年間生きてきて真剣に勉強したの
は、学生の時の試験勉強でも入試
の時でもない。40歳で運転免許の試
験の時と、今、お針子での勉強で
ある。66歳でこんなに頭を使うとは
思ってもみなかった。でも日々が充
実してとても楽しくて仕方ない。
　根は大和なでしこ？たまには着
物を着て、京都などしゃなりしゃな
りと歩いてみたいものです。
　今日も「おつう部屋」と称する仕
事部屋でゴソゴソと生地を触って
は悩んでいる。枚数は少ないがマ
イペースで進んで行こう。

12年ぶり広報紙作りにカムバック。委員
間で原稿メールを送受信、泉文社さんへは
すべてデータで送付、レイアウト用紙ももう
必要なくなっていて、アナログ人間の私は右
往左往。でも、さっそく新女性市会議員さん
たちにインタビューできる機会もあってワク
ワクした。子どもの居場所づくりなど、いろ
いろな立場の人と考えていきたいと思った
84号！みなさんいかがでしょうか。今、国会
で審議中の安保関連法案も気になりつつ…

（小畑、実川、中川、野上、馬場、山中）

つ ぶ や き

・会計監査 4/6
・第27回総会 4/11
・役員会 ４回
・代表・事務局会議 11回
・古布悠花展示販売会 3/29
・広報編集委員会企画会議 5/12
・広報編集委員会 ７回
・女性学サークル ５回
・ワーク部会 ４回
・福祉部会 ５回
・サロン・ドゥ・ＧＯＭＩ ２回
・お針子サロン 16回
・悠遊・ＵＢＡステーション ４回
・講演会
 　「女と男でフィフティ＆フィフティ」 4/11
・かしましフェスティバル実行委員会 6/27
・市議会議長・副議長との打ち合わせ 7/1
・岸貝クリーンセンター見学会 7/9
・広報発行 7/25

＜参加行事＞
・岸和田市総合防災訓練 5/29
・消費生活研究会
　　　「40周年のつどい」 5/31
・第50回岸和田母親大会
　　「いのちをみつめて」 6/28

・社会を明るくする運動市民集会 7/11

＜委員会への出席＞
・シルバー人材センター理事会 4/28
・安全なまちづくり推進協議会
　　　　　　総会・市民大会 5/23
・まちを美しくする
　　市民運動推進協議会 5/25
・女性センター
　　事業推進意見交換会 5/26
・岸和田市人権協会役員会 5/26
・だんじり祭り運営協議会 5/26
・岸和田市社会福祉協議会理事会 ３回
・平和を考える戦争展実行委員会 5/28
・シルバー人材センター総会 5/30
・岸和田市社会福祉協議会
　　　　　経営検討委員会 6/12
・岸和田市環境計画
　　　　「市民ワークショップ」 2回
・まちを美しくする
　　　市民運動推進協議会総会 7/1
・男女共同参画推進審議会 7/6
・岸和田市人権協会総会 7/9
・介護保険事業運営等協議会 7/22
・生涯学習審議会 7/22

あ ゆ み（3/26 〜 7/25）

「ネウボラ」って？？？

　フィンランドで1920年ごろに始
まった子育て支援拠点のことで、
フィンランド語で「アドバイスの場
所」の意味です。現在、国内に約
800カ所あるそうです。支援の中心
的役割を担うのが、妊娠中から育児
期まで継続して相談できる「かかり
つけ保健師(助産師)」です。家族全
体の支援を目的としていて、母親だ
けでなく子どもや父親にも寄り添っ
て話を聞きます。そこでの観察記録
やカルテは、転居先や進学した学校
に引き継がれます。
　日本でも妊娠初期から子どもの成
人期までの切れ目ない保護者支援
を進める「成育基本法」の制定を目
指し、5月13日に議員連盟が発足しま
した。「ネウボラ」をモデルに、一
つの窓口で継続して支援ができる
拠点づくりが狙いとか。内閣府は昨

年、「日本版ネウボラ」の実現に向
けた試金石としてワンストップ拠点
「子育て世代包括支援センター」を
立ち上げました。保健所や児童相談
所、医療機関などとの連携を図り、
センターには保健師や助産師、ソー
シャルワーカーなどを配置してき
め細やかな支援を行うとしています。
すでに世田谷区、名張市、浦安市、
和光市、高浜市などで日本版ネウボ
ラに取り組んでいます。そして、今
年度中に全国150市町村がセンター
設置を実施予定し、おおむね5年後
までに全国展開を目指すということ
です。
　安心して出産、子育てできる環境
づくりのために、それぞれの地域の
課題に合った「日本版ネウボラ」が実
現することを望みます。（中川　麗子）現することを望みます。（中川　麗子）

会費受付中    　個人会員…1000円　　団体会員…2000円　　＊お問い合わせは事務局まで


