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　愛知県では、女性の活躍促進に向けた取組を表明する「宣言」を、
県内の企業、事業者、団体等から募集しています。今年７月２２日現
在、県内の１５３団体が宣言。
　北名古屋市では「ポッカサッポロフード＆ビバレッジ（株）」「社会
福祉協議会」「市役所」が宣言しています。

※「女性の活躍促進宣言」とは？

　女性の活躍が企業の経営戦略であるとする考え方の浸透や企

業などのトップの意識改革を図る方策を検討するため、「あいち女

性の活躍促進会議（経済団体、労働団体、企業、大学、国、県の

代表者等をメンバーとして発足した会議）」で採択された「あいち

女性の活躍促進行動宣言」の趣旨を踏まえ、賛同する企業等が表

明するもの。
〈宣言した企業等には県によるＰＲや支援が受けられます〉

企業・事業者・団体からの『女性の活躍促進宣言』募集！

問合せ
愛知県県民生活部男女共同参画推進課
☎（０５２）９５４－６６５７　FAX（０５２）９５４－６９５１
HP　http://www.pref.aichi.jp/danjo/

◯県のホームページに宣言企業等の一覧を掲載

◯就職に関係する会合や施設で名簿を配布

◯女性の活躍に関する各種セミナー等の情報を提供

◯女性の活躍に向けた支援制度紹介などの個別相談

◯女性の活躍促進奨励金支給（他に条件あり）

NPO法人子育てネットワークあすなろ
「のびのび親子ふれあい体操」（沖村児童館）

創業支援・男女共同参画セミナー
「いちから学ぶ起業の基本」（健康ドーム）



男のサロン「ふれあい健康マージャン」
    高齢の男性を対象に閉じこもり予防と認知症予防
    を目的に開催

地域’Ｓ「寺子屋」
    小学生から中学１年生を対象に
    週１回、お寺で座禅体験や基礎
    学習の勉強会など開催

北なごや発　夢☆列車
    踊りを通して年齢や地域の壁を越えた関わりを大切に、
    各種イベントへの参加、施設慰問、合宿、交流会など実施

学校支援ボランティア
コミュニティスクールの一環として、図書室の整備、昼放課
の読み聞かせ、学校内の草取りや園芸などの活動

ＮＰＯ法人次世代健全育成
サポートあひるっこ「婚活」
男女間交流と少子化対策を
目的に、食事会、野外活動、
バスツアーなど、年間３～６
回開催

スクールガード（鹿田
自治会防犯パトロー
ル隊）
小学校低学年の下校
に付き添い、交通事故
防止、防犯などの見守
り活動

温故知新クラブ
回想法の普及や伝承
活動など、人と人との
つながりを通して過去
の経験や知識を生活に
生かすための橋渡し役
として活動
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北名古屋市の

地域力×○○力＝無限大の未来
　「男女共同参画週間」（毎年６月２３日～２９日）の平成２７年度のキャッチフレーズは、『地域力×女
性力＝無限大の未来』。これをもとに、北名古屋市の「地域力×○○力」を探してみました。さまざまな
場所で、さまざまな人たちが、住みよいまちづくりに取り組んでいます。一部の団体を紹介します！

　男女共同参画社会基本法が施行されてから16年が経過しました。はじめはなんだか難しそう
な法律と思いましたが、国の３次にわたる基本計画や各県・市町の実施プランによって少しずつ生
活の中に根付いてきました。たとえば《イクメン》とか《ワークシェアリング》はその中から生まれた
言葉です。「誰もが自分の力を発揮して活き活きと生活できる社会を作る」これも目標の一つ。
　この北名古屋市でも「活き活き」が広がっています。　　　　　　　　　　　　　　　　（金）



「ひとりごと…」－ ４０代女性編 －
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「泣かせるCM」
　ワイドショーが伝えていた。「泣かせるCM」が話題だそうだ。
サッカー留学する息子のもとへお袋の味を届けようと鍋や食材をスーツケー
スに仕込んだ母親がサプライズ登場する某会社のCM。それを伝える女性アナ
ウンサー「子育て中の私には感動です」とウルウル。そこに女性コメンテーター
「良い母親＝お袋の味なんて変。固定概念だわ。私は全然泣けない！」と。
最後に男性コメンテーターは「僕も泣けませんね。昔のように商品の連呼で
なく丸ごとのイメージを売る企業戦略ですね」と冷静な分析。
　さて、わたしは・・・。   （山）

「第３回とらいあんぐるフェスタ～ひと、輝く～」開催
アンケート結果3/1

●男女共同参画という言葉を知っている？ ●男女共同参画基本法を知っている？

●北名古屋市男女共同参画プランを知っている？

●情報紙「とらいあんぐる」を知っている？

●楽しかった企画

●ワーク・ライフ・バランスの考え方を知っている？

今日知った

知らない

聞いたことはある

知っている

154人

60人

31人

33人

知らない

聞いたことはある

知っている

29人

137人

106人

知らない

聞いたことはある

知っている

知らない

聞いたことはある

知っている

知らない

聞いたことはある

知っている

つくってあそぼう

クイズラリー

21人

96人131人

36人

90人
117人

38人

103人

98人

【感想・自由意見】
※この企画の先に何があるか見直してみる
　ことも必要では
※男性の興味をひくものがあればいい
※今回男女共同参画の意味を理解できた
※ポスターなどでもっとＰＲしたほうがいい
※充実した内容で継続して開催してほしい

など

子どもアンケート結果子どもアンケート結果

　フェスタは今年で３回目の開催。実行委員会が工夫を凝らして男女共同参
画を啓発しました。一人ひとりが考え、行動し、北名古屋市の男女共同参画社会
の実現を目指していきましょう。

その他の企画

とらいあんぐるツリー

きつね手打ちうどん無料提供

人権啓発作品展示

なつかしの伝承あそび

ミニまなぼうさい62人

33人

29人21人

20人

15人

12人

42人
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北名古屋市女性の会　男女共同参画のつどい

『ゴスペルとBIGMAMAと呼ばれた女たち』

ところ
と　き

問合せ

講　師

参　加

９月13日（日）午後1：30～4：00

☎（０５６８）２２－１１１１

北名古屋市総合体育館 多目的ホール
ゴスペルシンガー・ソウルメッセンジャー
Hanna Bunya（ハンナ・ブンヤ）さん
無料（整理券が必要）
※整理券配布場所：生涯学習課・市民活動推進課・文化勤労会館・東公民館

生涯学習課

奴隷解放運動、公民権運動に関わった女性たちの勇気と感動の足跡を、
ゴスペル演奏を交えながら講演します。

《講師プロフィール》
大阪府出身。１６歳で単身渡米。ジョージワシントン大学大学院卒業。病気をき
っかけに幼少から親しんだゴスペルに救われ、シンガーに転身。２０１５年にＮＹ
カーネギーホールにて日米親善コンサートに出演。ソウルフルな歌声ととも
に、ゴスペルを通じて奴隷制度の歴史や人権、ジェンダー、異文化についての
メッセンジャーとして活躍中。近畿大学経済学部英語非常勤講師。

全国模試偏差値３０から慶應大に合格したビリギャル“さやか”、自暴自棄か
ら立ち直った弟、不登校から上智大に受かった妹。ダメ親と呼ばれた母親が、
学年ビリの３人の子どもを信じて、どん底家族を再生させた方法とは・・。祖
母、母、娘と受けつがれた「折れない心」はどのように伝えられたのかを聴き
ます。

《講師プロフィール》
１９６４年生まれ。１９８７年に結婚。価値観の相違から夫との不仲が続き、
冷えきっていた家庭内で、夫から生活費ももらえず、パート勤めをしなが
らひとりで子育てをしていた時期を経験。

北名古屋市男女共同参画セミナー／大和塾の第46回市民講座

『子育ては自分育て』

災害時の男女で異なる被災体験と支援のあり方、
地域で助け合う防災を考えます。避難所運営のワ
ークショップもあります。

　審議会等の女性委員登用状況は、今年４月１日現在、愛知県は３７．９９
％で目標値の３７．５％を達成しています。平成２９年度に３５％という目
標値を掲げている北名古屋市では２７．４％。さらに努力が必要かと。
　ちなみに、昨年の女性議員率は北名古屋市は２０．８３％。ランキング
で見ると５２市町村中７位で、他の市町村と比べると評価できる数値で
はありますが・・・。
　政策や方針決定過程に積極的に参画する女性が増えることを願い、
今後の活躍に期待したいと思います。　　　　　　　　　　　  （四）

《講師プロフィール》
国際協力の現地スタッフとしてバングラディ
シュ、ネパールで、環境保全や防災の事業に従
事。２０００年より静岡大学教員。男女共同参
画、多様性配慮の視点からの防災、減災がテ
ーマ。減災と男女共同参画 研修推進センター
共同代表。

北名古屋市男女共同参画セミナー／さんか・クラブ市民講座

『地域力×○○力＝安心～避難所で生活するって？～』

※託児あり（無料・要予約）

ところ

と　き

問合せ

講　師

参　加

１０月１７日（土）午後１：００～４：００

☎（０５６８）２２－１１１１ 市民活動推進課

北名古屋市文化勤労会館小ホール
静岡大学教授　池田恵子さん
無料

日本に流行歌が誕生して約１００年。歌にはその時代の自分に出会える不思議
な力と魅力があります。レコード界で４０年の経験からヒット曲誕生の背景に
ある人間模様とドラマティックな真実に迫ります。

《講師プロフィール》
１９４４年生まれ。ワーナーパイオニアのレコードプロデューサーとして、小
柳ルミ子、高橋真梨子、狩人などを手掛け、さだまさしを発掘。テレビ愛知
ミュージック制作部長、名芸大非常勤講師などを経て現在中日文化センタ
ー講師。

大和塾の第45回市民講座

『流行歌とともに歩んで
　　　　　　  ～ヒット曲誕生の秘密～』

ところ

と　き

問合せ

講　師

参　加

９月２６日（土）午後２：００～４：００

☎（０５６８）２３－９１３０　鈴木

北名古屋市健康ドーム 研修室
メディアプロデューサー　塩崎喬さん
無料

☎（０５６８）２３－９１３０　鈴木
☎（０５６８）２2－1111　市民活動推進課

ところ

と　き

問合せ

講　師

参　加

１０月４日（日）午後２：００～3：30
北名古屋市文化勤労会館小ホール
ビリギャル“さやか”の母親　橘こころさん
無料 ※託児あり（無料・要予約）

9/19

ＤＶ理解の出前講座

『これって、ＤＶ？』

ところ
と　き

問合せ

講　師

参　加

９月１９日（土）午後２：００～４：００

☎（０５６８）２２－１１１１

北名古屋市健康ドーム 研修室
特定非営利活動法人
フェミニストサポートセンター・東海
南谷紀美子さん
無料 ※託児あり（無料・要予約）

市民活動推進課

日常生活の中に潜む、気づきにくいＤＶ（ドメステ
ィック・バイオレンス）について学びます。

9/13

9/26

10/17

10/4

9/19


