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色とりどりの花が咲きそろう季節になりました。
春光をいっぱい浴びつつ、どこかに出かけてみませんか。

ウィズでは、登録団体の自主企画講座を募集しています。誰もが自分らしく輝いて生きてい
ける社会、誰にとっても暮らしやすいまちづくりに役立つ等、男女共同参画の視点を取り入
れた講座やイベントを一緒に開催しませんか。
◎応募方法

講座企画書等に必要事項を記入の上、郵送、Ｅメール、ファックス
または持参で男女共同参画推進センターへお申込みください。
※講座企画書のデータが必要な場合はご連絡ください。
平成 28 年５月 2 日（月）～ 平成 29 年１月１3 日（金）
※平成 28 年度中に開催できる事業が対象となります。
1 団体

◎募集期間
◎募集団体

是非ご相談下さい

『あそびヨーガ ～からだに優しいおやつ付き～』

過去の
企画例

『心と体をほぐしましょう』
『DV に対する理解と対応 －DV と子ども虐待を同時に考える－』
『めざせ！料理男子＆女子 ～だしをつかった料理～』 など

登録団体・サポーターを随時募集しています
≪登録団体≫
対象 酒田市内で活動を行う団体・グループまたは法人
（営利、宗教的または政治的な団体を除く）
特典 ・男女共同参画に関する各種情報をお知らせします。
・自主企画事業を委託事業として実施できます。
・交流ひろば利用特典があります。
≪サポーター≫
対象 男女共同参画の推進に関心・意欲のある方（個人・団体を問いません）
内容 年数回、講座の企画・運営への参加等
特典 男女共同参画に関する各種情報をお知らせします
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平成２８年度もウィズでは楽しく男女共同参画を学べる講座を予定しています。
みなさまの参加をお待ちしております。（昨年度参加された方の声です。
）

6/18

7/11

『現代社会における女と男の話し』

『親子でチャレンジ!!ガラスアート体験』

～パートナーとのいい関係って!?～

講師：伊藤 眞知子 氏
【内容】日常に潜む性差による役割分担意識に気づき、
パートナーとのコミュニケーションを見直す
☆日頃からコミュニケーションはなくてはならない
ものなので、パートナーのみならず周囲の人への気
遣いを忘れず、意識して関わって互いに気持ちのい
い関係を心がけたいです。
☆コミュニケーションについて参考になりました。
自分の気持ちを相手に話していこうと思いました。

講師：阿蘓 淳一 氏
【内容】親子で一緒に楽しめる創作活動を通じて、
男性の家事・育児への参画を促進する
☆ガラスアート楽しかったです。またあったらもっ
とうまくなりたいです。
（こども）
☆気軽にとても楽しく体験できました。思ったより
うまくできました!!（大人）
☆親子でとても楽しく制作することができ良かった
です。（大人）

9/14

9/18

酒田看護専門学校共催
『ステキな二人でいるために』

酒田調理師専門学校共催
『恋愛と暴力を間違えない方法』
講師：沼崎 一郎 氏

講師：伊藤 眞知子 氏
【内容】学生へのデート DV の知識と防止を目的
とした啓発

【内容】学生へのデート DV の知識と防止を目的
とした啓発

☆将来誰かと付き合う時には、互いに認め合って
尊重しあえるような付き合いにしたいと思います。
☆「I」メッセージは上手に活用して、恋人間でな
くても人間関係全般で使えると思いました。
☆今までを振り返ると、自分も加害者になっていた
のかもしれないと思いました。

☆デート DV についてよく知ることができました。
お互いの事をよく考えて付き合わないといけない
と思いました。
☆どれが DV かをしっかり理解し、相手に従ったり
しないように気をつけようと思います。

12/8

1/31
市民フォーラム
『夢と出会いが力に 』

『外国出身者のためのやさしい 日本語
防災研修』
講師：花岡 正義 氏

～チームワークとコミュニケーション～

講師：佐々木 則夫 氏
【内容】仕事や家庭、地域での男女共同参画の
必要性

【内容】やさしい日本語での防災・減災を学ぶ

☆楽しい講演で、計画を立てる大切さを感じました。
明日からの生活に生かしたいです。
☆相手をリスペクトするということが心に残りまし
た。家庭でも相手を否定することから始めるのではな
く、相手を知ってお互い大切に思うことがうまくいく
コツなんだろうなと思いました。

ウィズ・レター page.２

☆大変勉強になりました。自分の家から避難所を
確認することができて良かったです。防災カード
を見て、避難の時必要なものがわかりやすかった
です。
☆このような講座に参加できて、とても良かった
と思います。災害が起こったとき、心の準備も出
来ると思いました。
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地震や台風などの自然災害が多い日本で暮らす外国出身者に、情報をわかりやすく
伝えることは大切です。“避難所”や“ライフライン”など災害時によく使われる
専門用語は、外国出身者にはわかりにくい言葉です。当日は、日本語を教えている
ボランティアの方や災害支援に関心のある方も参加し、災害に あった時に困らない
ように、やさしい日本語での防災について一緒に学びました。
講座では地震を想定して、①What to do（じしんの とき すること）、②Evacuation
area（ひなんしょ）、③Preparation（にげる よういを する）を中心に学びました。
実際に酒田市のハザードマップ（河川洪水、津波の 2 種類）をひろげ、一人ひとりが
災害時に避難する場所を確認しました。また有志の会が作成した防災カードを用いて、
防災グッズの名前や用途を話しあいました。

☆第４次男女共同参画計画

がスタートしました。平成 27 年
8 月女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）が成立し、日本に
おける男女共同参画社会の実現に向けた取り組みは新たな段階に入りました。4 次計画では、
①あらゆる分野における女性の活躍
②安心・安全な暮らしの実現
③男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備
④推進体制の整備・強化
を改めて強調しています。
詳しくは、内閣府 男女共同参画局ＨＰをご覧ください。
http://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/4th/index.html
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『新 ニッポンの父ちゃん
～兼業主婦ですが、なにか？～ 』

／著 杉山錠士
「イクメン」という言葉がなかっ
た時代、兼業主夫として奮闘する
放送作家ジョー君のお話です。

『アンガーマネジメント』
／著 戸田久実
相手に気持ちを“伝える”コ
ツとは？職場や子育てなど、
場面を想定しての話し方や伝
え方が参考になります。

よろしくお願いします

『午後には陽のあたる場所』
／著 菊池桃子
一 人 の女 性 とし て、 また
シ ン グル マ ザー とし て の
生き方や様々な想いが綴ら
れています。

きしや

まちづくり推進課市民交流推進室長

まちづくり推進課調整主任
男女共同参画推進員

いけだ

池田
こうへい

しげる

滋

てるこ

公平 輝子

4 月より男女共同参画推進の担当となりました。
“”いきいき“”した皆さんに出会える事を楽しみにしております。よろし
くお願いいたします。
（公平）

酒田市男女共同参画推進センター ウ ィ ズ
開館 月～土／ 9:00 ～ 22:00、日・祝／9:00 ～ 17:00
相談 月～金／ 9:00 ～ 16:00
〒998-0044 酒田市中町三丁目４－５ 交流ひろば内
Tel／０２３４（２６）５６１６
Fax／０２３４（２６）５６１７
E-mail／with@city.sakata.lg.jp
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岸谷 英雄

