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“鮮度一番！”
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「女の子の成長は早い」

阿部正剛
今年も東京から、姪っ子（中１）と甥っ子（小五・小三）が帰省してきた。毎年、自然科学館・サン
トピアワールド・国営越後丘陵公園に遊びに連れて行くのだが、今夏は、姪っ子が中学生になり部活動
があって 1 週間しか居られないうえに、雨の日が多くて日程のやりくりに苦労したがナンとか全部行け
た。毎年同じパターンなので春にオープンしたアイスアリーナに行こうかと言ったが、
「スケートをやっ
たことがないから行かない」（やったことが無いから経験させてやろうと思ったんだけど・・）、メイワ
サンピアのウォータースライダーに行こうと言えば、「今日はチョット涼しいからイヤ」（確かに曇り空
だったが・・）と、なかなか注文がうるさくていつもの三ヶ所になった。
甥っ子二人はお出かけしない日はゲームをしていた。ニンテンドーの DS は一人一台、テレビに取り付
ける Wii まで持ってきて遊んでいる。簡単に操作して遊んでいるのを見て、
「昔はゲームセンターでパッ
クマンやマリオをやってたんだぞ」（子どもはキョトンとしていたが）と仲間に混ざってやってみると、
子どもの手の動きにまったくついて行けない。画面を見ていないのかと思うくらい手が先に動いており
「神業」としか思えない。私はウインドウズ 95 が発売されて操作が簡単になったとブームに乗っかりパ
ソコンを買ってみたものの、サッパリ分からず毎日イライラしながらやっと覚えたが、子どもの頃から
TV ゲームやパソコンで遊んでいれば、大人になってからもパソコンにアレルギーを起こすことなく簡単
に操作できるようになるんだろうなとチョットうらやましい。
女の子は成長が早く姪っ子は洋服や髪型のオシャレに忙しい。小学 3 年生の夏に帰省したときはデパ
ートのおもちゃ屋でこっちにしようか、あっちにしようかと迷っていたのが、翌年に帰省したときはお
もちゃ屋なんて見向きもしないで子供服売り場へ行ってこっちにしようかあっちにしようか迷っている。
子どものおもちゃ離れが早くなっておもちゃが売れなくなったと聞いていたが、小学 4 年でおもちゃ離
れをするんではバンダイとナムコも合併するのも無理はない。ただ、男の子二人は今になってもおもち
ゃ屋へ真っ先に走って行くが・・・。 既に、小学生位から女の子の成長は目に見えて大人になってい
くのが分かる。お世辞も言うしご機嫌取りもする。このくらいの年齢から男女で差がつくんだから、大
人になっても男が女性に敵うわけがない。いつまで経っても男は子どもだなぁ（自戒を込めて）・・・。

運営委員会で話し合われたこと
日

時

平成２６年９月３日（水）（AM9：30～11：30）

場

所

男女共同参画センター
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各地で大雨による被害が続き、亜熱帯化しているような気候が、この先どうなるのか
心配です。自然界に畏怖の念を抱きつつ、秋の恵みをいただきましょう！
次回の運営委員会は、10 月 1 日（水）9：30～男女共同参画センターです。どなたで
もおいでください。

１． 男女共同参画推進フォーラム（8/30）参加報告
市民窓口課市民係長の目黒徳義さんと一緒にヌエック(国立女性教育会館)へ行ってきました。
午前は、それぞれが選んだワークショップへ参加し、午後は、村木厚子さん（厚生労働事務次
官)の講演「女性の活躍促進と社会の活性化」を聴きました。
静かな森の中にいるような落ち着いた雰囲気のヌエック、ここに来るだけで癒されます。参
加報告が、お二人から届いていますので３～４ページをお読みください。

２．

燕三条エフエム放送（ラヂオは～と 76,8MHｚ）ワイワイ女性ひろば
●本放送

毎週木曜日 11:３0～1２:０0 ●再放送 毎週水曜日 19:30～20:00
９月のテーマ「市島教授のコミュニケーション講座」
①ネットコミュニケーション
②コミュニケーション教育
③コミュニケーション教育
④生身のコミュニケーション
メンバー：市島 清貴（新潟経営大学経営情報学部教授） 野崎ミチコ、田辺とも子
今年度上半期６ヶ月間の大半を「コミュニケーション」のテーマで行なってきましたが、締
めくくりもやはりコミュニケーションです。
「民族の究極的命題である（教授の受け売りです）
」
それは、話しても話しても奥深く興味は尽きず、永遠のテーマであることに気付きました。今
すぐ、スピーチコミュニケーション能力を高める国語教育が必要なのではと思いました。熱い
トークをどうぞお聴きください。６ヶ月間お聴きくださった皆さまありがとうございました。
応援ご協力いただいた方々ありがとうございました。１０月からは燕生活学校さんが担当しま
す。引き続きよろしくお願いいたします。(田辺)

３．

各種審議会等について
ネットワーク三条代表者会議が、８月２９日(金)男女共同参画センターで開かれました。
議題は、２つ。
（1）ひとひとフォーラムにおけるネットワーク三条と三条市との協働事業について
（2）男女共同参画センター移転について

（1）ひとひとフォーラムについては、担当者から３名の講師案が提示され協議の結果、
佐久間レイさん（声優・歌手・脚本家･･･アンパンマンのバタコ役等）に決まりました。
開催時期は、来年の２月か３月頃です。
（2）については、センターの移転により、三条市男女共同参画センター条例の一部改正
ついて説明をうけました。ものづくり拠点施設では、「地域交流施設」部分に属し、他の
２団体（みなみつばさコミュニティと生きがい活動支援通所事業所）と１室を共有して使
うとのことです。開館時間は、午前８時３０分から午後１０時まで、１時間あたりの使用
料は、１００円です。(野崎)

４．

防災研修会＆“ワイ女”打ち上げ＆忘年会について
防災研修会の開催日時は、11 月 22 日（土）午後 3：30～場所は、競馬場跡地の防災ステ
ーション、講師は、防災対策室長の藤井勲さんです。研修会終了後の午後 6 時より「わらん 県
央かぐや店」
（燕市井土巻 2-222 TEL 64-2935）にて “ワイワイ女性ひろば”の打ち上
げ＆忘年会を含めて懇親会を行います。
「わらん」は、お酒の飲めない人にも大満足の料理が出
るそうですよ。ちょっと早いですが、1 年の締めくくりとしてワイワイ話しましょう！
懇親会のみの出席も大歓迎ですので、どうぞ体を空けておいてください。
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５． 男女共同参画「出前講座」について
出前講座の開催日が決まりました。日時は、平成 27 年 2 月 21 日(土)午後 4 時～6 時、
会場は、三条東公民館(予定)、講座内容は、「心とカラダのセルフメンテナンス～10 歳若返
る健康法～」講師は、ガレージ１の田中里佳様です。えっ、講師は、水科江利子さんじゃな
いの？と思われる方もいるかも知れませんが、ガレージ１のスタッフですもの期待してくだ
さい。当日は、カラダを 10 歳若返らせて近くのお店へ新年会に出掛ける予定ですので、ど
うぞ、みなさま今から日程調整をお願い致します～。

６． 会報の印刷について
困っていた会報の印刷ですが、会員の方がご自宅の印刷機を使ってみてくださいと言って
くださいました。ありがたい申し出ですので利用させていただくことにしました。合わせて、
会報のコンパクト化で印刷代を安くして、持続可能な会報を目指していきたいと思います。

７． 「2014 ワーク・ライフセミナーin 県央」について
地域を元気にするネットワークづくりのため 2014 ワーク・ライフセミナーin 県央
実行委員会の主催で上記の会が、9 月 27 日(土)に開催されます。第一部は、講演会、第
2 部は、活動発表会、第 3 部は、交流懇親会です。
当会からは、米田さん、西方さんに出席してもらうことになりました。

８． その他
9 月 20 日(土)～21 日(日)中央公民館にて三条市の名誉市民である瞽女小林ハルさん
の黄綬褒章 35 周年記念、瞽女文化顕彰事業が行われます。20 日のイベントでは、当会
の米田さんが紙芝居を読まれます。他にも多彩なイベントがぎっしりですので、ふるっ
てご参加ください。

【男女共同参画推進フォーラム参加報告】

厚生労働事務次官、村木厚子さんの特別講演
「女性の活躍促進と社会の活性化」を聴いて
H.M

少子高齢化の現状と、女性の活躍促進のための施策を講演されたのち、余談ですが・・
と話されたことが、大変印象的でした。
お話されたのは、「長期間の拘留をなぜ頑張れたのか？」
①好奇心が旺盛だった：正しい手錠のかけられ方、拘置所でも買い物ができるなどなど、
初めてでレアな体験に興味津々だったようでした。
②危機対応に慣れていた：今できることは何か？を考え、考えても仕方のないことは考
えない。
（また、霞ヶ関よりも忙しくはなかったようです。
）
③好きなことがあった：推理小説が好きなので、たくさん読めた。法廷で一番役に立っ
たのは名探偵コナンだったとのこと
④食べて寝たこと
逆に、マスコミの方から聞いた、心が折れてしまう（嘘でも自供してしまう）ときとは、
①仲間が自供し、去っていくこと ②食べられない、寝られない だそうです。
やはり、人間は心身ともに健康であることが大切だと感じました。
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～ひとりひとりの活躍が社会を創る～
西方 久子
８月３０日(土)、埼玉県の国立女性教育会館を会場に「ＮＷＥＣフォーラム」が開催され
た。三条市募集の研修バスツアーで１１名が参加した。（男女共同参画推進なんですが、残
念ながら参加者は全員女性）
朝６時集合出発で、車中６時間にもかかわらず、ずっーと楽しくおしゃべりしている２人、
もちろん元気な女性会議のメンバー(野崎さんと)でした。
（笑）
午前中は、12 の「ワークショップ」があり、タイトル「男性への男女共同参画の処方箋」
主催「男も女も育児時間を！連絡会」に参加した。
「男性にとって、育児休業の取得は男女共同参加への第一歩とみなされ自治体などがイク
メン講座を企画しているが、本当の第―歩になるだろうか？」を動機づけに、育児時間調査、
ワーク・ライフ・バランス憲章、次世代育成支援対策推進法、男性の家事時間、各県の男女
共同参画推進計画での目標値など現状を、多くの資料でわかりやすく説明された。
（男性の家事時間低いよ！）
結果として①男性の育児休業取得率はいまだに低い状況⇒企業への働きかけ「くるみんマ
ーク」②パパ講座の講師がいない⇒パパとしてのリーダー育成の必要性③男女共同参画に関
する計画の全国市町村の策定率 70.3％⇒市町村の策定の推進と目標値のあり方④男女共同
参画計画でのパブリック･コメントが少ない⇒みんなで意見をだそう！
（三条市もこれから！）
その後の自由討議では、地域(町内)・企業など男性社会の中に、どのように関わったらい
いのか？悩む女性達が多く、「まず、女性自身が積極的に参加・行動をおこそう！」とアド
バイスをする熱血先輩女性達のパワーに圧倒された。
（少数参加の男性も同感かな？）
午後は、「５年前のあの村木厚子です」と自己紹介された厚生労働事務次官の村木厚子さ
んの特別講演「女性の活躍促進と社会の活性化」で、一番印象に残ったのは、「５年前、私
が頑張られたのは、プロの手助け・家族・友人であり、好奇心が救ってくれた」との言葉だ
った。満員の会場で女性リーダーとして堂々たる姿と家族の話など笑いを交えた素敵な講演
でした。
帰りは、家族の大好きなお土産(上里ＰＡのメロンパンと谷川岳ＰＡのもつ煮)を買い、私
の夏が終わりました。(毎年、ありがとう！！)

【お知らせ】

「いいお産の日」イベント ｉｎ 県央
県央地域で活躍している助産師が、お産・子育てに関する催し物(妊婦体験・子育
て相談や計測など)を行います。お気軽に遊びに来てください。
★日 時：平成 26 年１０月５日（日）午前 9 時～午後４時
★会

場：燕青空即売会内

「つばめるしぇ」(燕市物流センター1 番１５号)

★問い合わせ：新潟県助産師会（025-267-9772）燕三条地区担当 西方まで
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三条活人「Needlework+idees SATOWA」
今回の「三条活人」は中央商店街のほぼ中央に位置する手芸屋さん「SATOWA」を取材しました。
（hiroshi）

プロフィール
村上知恵子先生
パッチワークキルトの講師２３年。
三条を中心に新潟市などでカルチャー教室を運営。
1998 年より約 15 年間、パッチワークの専門誌に作品を掲載。
コンテストの入賞多数。
2012 年８月より、開業。元々は一ノ門で教えていたが知人より中央商店街場所が空くと紹介
があり、現在の場所でお店をスタートさせました。パッチワーク以外の手芸も、現在様々な
教室を開催。
１ヶ月に１回あいでん本町店でワークショップを開催。
現在は新潟市の亀田縞や和くぎ、大谷地和紙など地域の素材を生かした作品作りを日々楽し
んでおります。

ワークショップ
◆新潟ふるさと村クラフトフェア◆
日時：9 月27･28 日 9:30 ～ 16:00
◆第４回手作りワンダーランド◆
日時：11 月16 日 10：00 ～ 16：00
場所：SATOWA
手芸小物やソープカービング、オーブン粘土、キャンドルホルダー、パステルアート、
ふわふわチャーム、らくがきアートなどの手作り体験ができる。
車でお越しの際は本町パーキング（１日500 円）をご利用ください。

アクセス

〒955-0061
新潟県三条市本町4-1-8
Needlework+idees SATOWA
TEL 0256-32-7242
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三条女性会議では随時会員を募集しています

Ｑ．三条女性会議って、どんな団体？
Ａ．女性と男性があらゆる分野で、共に参画し、支え合う社会をつくることを目的に活動してい
る市民活動団体です。

Ｑ．どんな活動をしているの？
Ａ．はい、次のような活動をしています。
●燕三条エフエム放送で〝ワイワイ女性ひろば〟を担当

本放送

毎週木曜日

1１:30～12:00

再放送

毎週水曜日

19:30～20:00

●毎月会報〝鮮度一番！〟の発行やホームページによる広報活動
●その他、男女共同参画社会実現に向けた活動

Ｑ．誰でも入れるの？
Ａ．はい。女性だけでなく男性の会員さんも活躍しています。

年会費：

・一般会員

３千円

連絡先：

野崎ミチコ

℡

・賛助会員
３２－３６６７

３千円

・団体会員

１万円

／ E-mail: info@joseikaigi.net

ホームページアドレス：http://www.joseikaigi.net

◆会報〝鮮度一番！〟への投稿を
募集しています
〝鮮度一番〟では、あなたの男女共同参画社会へ
の気づきについての文章を募集しています。 一人ひ
とりが体験した生活での気づきをみんなで共有でき
たらと願うものです。本名やイニシャルでの掲載、
文字数等柔軟に対応致します。
どうぞあなたの声をお寄せ下さい。
《送り先》
●三条女性会議

E-mail: info@joseikaigi.net
●ＦＡＸ ０２５６－３２－３６７９
●〒９５５－００４４ 三条市田島 2-12-12

編集後記：
今年の稲刈りは、雨に降られるやら
収量の落ち込みやら、実りの秋とはほ
ど遠い稲刈りを強いられています。
それでも、終われば皆が笑顔で「バ
ンザーイ、バンザーイ」です。
今号もどうぞ隅から隅までお読み
ください。秋の夜長に鮮度一番！(原)

編集発行：三条女性会議・代表 野崎ミチコ
連絡先：三条市田島 2 丁目 12－12 ℡ 32－3667
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ：http://www.joseikaigi.net
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FAX 32－3679

