
女性センター情報誌 ＮＯ．１ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              ２００６．９ 



 
 
 
 
 

  女性総合相談 
  女性の生き方や生活全般の問題、社会に出て働く女性の問題など、さまざまな人

間関係の悩みに対し、自分らしい生き方が見つけられるように、お手伝いします。 

    月曜日～金曜日 9:00～17:00（受付 9:00～16:00） 

 カウンセリング（予約制） 

  家庭・社会などにおいて生じる内面の問題や自分自身の生き方に悩む人に対して

問題点の振り分け、整理、解決方法の明確化などの助言をすることにより、問題

解決のお手伝いをします。 

    水曜日・金曜日 9:00～16:00（1回 50分） 

♂女性に対する暴力相談 
  配偶者からの暴力を始め、ストーカー、セクシャルハラスメントなどに悩んでい

る人に対し、話を聞き、問題整理のお手伝いをし、解決のための援助をします。 

    木曜日 9:00～17:00（受付9:00～16:00） 
 

 

江戸川区女性センター 
船堀４－１－１（タワーホール船堀３Ｆ） 

  ５６７６－２４５５ 

ＦＡＸ ５６７６－２４５８ 

   

 

 

女性センターの事業 

相談の場 ５６７６－２４５９（相談専用）

地下鉄都営新宿線船堀駅北口から徒歩 1分



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 

第６回 ドメスティック・バイオレンス

｢僕は暴力を選ばない｣ 

講師 辻 雄作氏 

(ＤＶ防止教育コンサルタント)  

日時 １１月２４日（金）18:30～20：30 

場所 タワーホール船堀研修室 

定員 ６０名（保育８名）   

第７回 男女共同参画セミナー（１） 

｢韓国ドラマに見る男女共同参画｣ 

講師 金 惠信氏 

(国際日本文化研究センター助教授) 

日時 １２月２日（土）15:00～17:00 

場所 タワーホール船堀３０２会議室 

定員 ３０名（保育８名）

第７回 男女共同参画セミナー（２） 

｢韓流文化から学ぶ男女共同参画｣ 

講師 金 惠信氏 

(国際日本文化研究センター助教授) 

日時 １２月９日（土）15:00～17:00 
場所 タワーホール船堀３０２会議室 
定員 ３０名（保育８名）

第５回 健康セミナー 

｢男女の違いを大切にする性差医療｣ 

講師 天野 恵子氏 

（千葉県衛生研究所 所長・千葉県立東金病

院副院長・東京大学非常勤講師医学博士）

日時 １１月１０日（金）18:30～20:30 

場所 タワーホール船堀研修室 

定員 ６０名（保育８名） 

第３回 子育て応援講座 

｢勇気づけの子育て｣ 

～子どもを大きく伸ばそう！～ 

講師 星一郎氏  （心理療法士） 

日時 ９月８日（金）18:30～20:30 

場所 タワーホール船堀研修室 

定員 ６０名（保育８名） 

第 4回 多様な働き方セミナー（２） 

｢若者の自立を取り戻すために｣ 

講師 古村 伸宏氏  
（日本労働者共同組合連合会専務理事） 
日時 １０月１３日（金）18:30～20:30 

場所 タワーホール船堀研修室 

定員 ８０名（保育８名） 

第 4回 多様な働き方セミナー（１） 

｢若者の置かれた状況と職業生活｣ 

講師 中西 新太郎氏（横浜市立大学教授）

日時 ９月２９日（金）18:30～20:30 

場所 タワーホール船堀研修室 

定員 ８０名（保育８名）  

男女共同参画セミナー後期講座一覧  



 

女性センターでは、日常的に起こるさまざまな問題について考えるきっかけを作るため、意

識啓発講座を実施しています。 

１８年度第１回男性講座（5/28・6/4実施済み） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者の声 

○ 改めて、自分の人生をどれだけ豊かにできるかは、自分自身にかかっているのだと思い

ました。 

○ 女の立場から、現在の社会は男に有利なものと考えていましたが、男の人も転換してい

かなければ生きにくいと言うことがとても良く分かりました。｢男も女も幸せになるた

め」という言葉はとても良いものです。自分でも何ができるのかを考えようと思いまし

た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   公開講座    

「生きがい発見！～家族や地域のためにできること～」 

講師 茨城大学助教  長谷川 幸介さん  

   介護講座 「在宅介護の実態と介護のコツ」    

講師 介護福祉士  中田 光彦さん 

参加者の声 

○ ベッドでの動き、オムツの仕方、したり、されたり、少

し気持ちがわかりました。楽しく心をこめることが大切。

相手を思う介護がとてもあたたかく明るく楽しいものと

知りました。自分が暗く苦しい気持ちだとすべて相手に

伝わってしまうと思いました。介護について考えが変わ

りました。相手の心を思う人間になりたいです。 

男女平等についてのご意見・考え方・提言をはじめ、身近な

所で感じた疑問や話題等をお寄せください。 

読者のページに掲載させていただくこともあります。なお紙

面の都合で掲載できない場合もありますので、ご了承ください。

 〒134‐0091 船堀４－１－１ タワーホール船堀 3F

         女性センター TEL５６７６－２４５５

お便りください。 



 

 

 

我が国の憲法には個人の尊重､法の下の平等がうたわれており､男女平等の実現に向け､い

ろいろな施策が取り組まれてきました｡しかし､大事な意思決定の場に女性が加わることがで

きなかったり､男女間の不平等を感じたりすることもまだまだ多いようです。 

 また､少子高齢化など私たちの生活を巡る状況が変化していく中で、｢男は仕事、女は家庭｣

といったような性別による固定的な役割分担にとらわれずに､職場で､学校で､地域で､それぞ

れの個性と能力を発揮できるような社会づくりが必要となっています｡ 

 男女共同参画（さんかく）社会づくりは､２１世紀の日本の重要課題。目指すは、男女を問

わずみんなが主役の社会です。 

□□□家庭や地域社会、学校や職場でみんなの意識はどこまで変わったでしょうか？□□□ 

子ども会のラジオ体操でのひとこま  

 参加した子どもたちに鉛筆が配られました。女の子には赤い鉛筆、男の子には水色の鉛筆

がくばられました。すると、女の子に付き添って来た女性が、「うちの孫は水色が好きなので

取り替えていただけませんか？」と尋ねていました。 

その時の子ども会の役員さんの返事は「女の子は赤と決まっているので取り替えられませ

ん。」と言うことでした。 

高校の進路面談でのひとこま 

先生 進路について考えていますか？ 

Ａ君 はい、僕は子供と接するのが好きなので、保育の専門学校に行きたいと思っています。 

   両親は｢もっと男らしい仕事｣を勧めますが、保育士は女性しかできないのですか？ 

先生 以前は、男だからという理由で入学できない事もあったようですが、今は、男性の保

育士も活躍しているそうですよ。がんばってね。 

お盆で帰省中の出来事 

   

 

 

 

 

 

 

 

なぜ必要？男女共同参画社会 

〇 子どものオムツを替えている

夫をみて、「いいわね。今の若い人

は、あなたのお父さんはあなたの

オムツなどさわった事も無かった

わ。」と母がつぶやきました。 

 

 〇 お父さんの作った『今日の

パスタ』とてもおいしかったね。

2 年前に退職した父は、女性セン

ターの男性料理講座を受けてか

ら、すっかり料理名人になりまし

た。 



「男女共同参画社会基本法」（平成１１年６月法律第７８号）  ＜基本理念＞ 

１．男女の人権の尊重  

男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の差別をなくし、男性も女性もひとりの人間

として能力発揮できる機会を確保して行きましょう。 

２．社会における制度・慣行についての配慮 

 固定的な性別役割分担意識にとらわれず、男女が様々な活動ができるよう社会の制度

や慣行について考えて生きましょう。 

３．政策等の立案及び決定への共同参画  

男女が社会の対等なパートナーとして、いろいろな方針の決定に参画できるようにし

ましょう。 

４．家庭生活における活動と他の活動の両立 

 対等な家族の構成員として互いに協力し、社会の支援も受け、家族としての役割を果

たしながら、仕事や学習、地域活動ができるようにしましょう。 

５．国際的協調  

他の国々や国際機関とも相互に協力して取り組んでいきましょう。 

 

 

 

 「女性が再チャレンジしやすい社会へ」をテーマとして取り上げ､子育て期の女性の労

働の現状と､子育てなどによりいったん退職した女性の再就職･起業等の現状について分析す

るとともに､女性の再チャレンジに求められる支援策について記述しています。白書の全文は､

内閣府男女共同参画局ホームページ 

(http：／／ｗｗｗ．ｇｅｎｄｅｒ．ｇｏ．ＪＰ／)を参照 

 

日本の少子高齢化は、いづれも世界１位（２００５年国勢調査から） 

１５歳未満人口の割合下位５国 

順位 国  名 割合（％）

１ 日本 １３．６ 

２ ブルガリヤ １３．８ 

３ スロバキア １３．９ 

４ イタリア １４．０ 

５ ドイツ １４．３ 

 

 

 

 

 

 

平成１８年版男女共同参画白書の特集 

少子高齢化の進展により、労働人口は減少しています。また、厚生労働省の調査

では、女性の約７割が出産後半年以内に離職しています。今、女性が再就職できる

道を開くことは重要です。 

６５歳以上人口の割合上位５国 
順位 国  名 割合（％）

１ 日本 ２１．０ 
２ イタリア ２０．０ 
３ ドイツ １８．８ 
４ ギリシャ １８．２ 

５ ベルギー １７．６ 



  

   ２１世紀職業財団では、専門のコンサルタントがあなたの再就職のプランづく

りをきめ細かくお手伝いしています。    

問い合せ （財）２１世紀職業財団東京事務所 ℡３８６８－９６０２（予約制） 

文京区本郷２－３－９ ツインビューお茶の水ビル２Ｆ 

 

   区内でも、就職相談できます！    

 希望条件の確認・応募書類の作成・面接対策などお手伝いします。 

問い合せ  船堀ワークプラザ（就職活動アドバイス・コーナー） 

         ℡５６５９－８６０９（予約制） 

 

 

江戸川区女性センターでは女性の再就職を応援するため、図書等をそろえています。 

是非ご活用ください。 

書  籍  名 著   者 出  版  社 

シゴトのバイブル入門編 佐々木 かおり ＰＨＰ研究所 

働く女は腕次第 遙 洋子 朝日新聞社 

がんばる中高年実践就職塾 小島 貴子 ほか メディアファクトリー 

女性の転職就職のための 

資格・ノウハウ教えます 

 

ハギワラアキコ 

 

主婦と生活社 

誰だってワーキングマザー 

になれるんだ！ 

 

百瀬 いづみ 

 

海竜社 

採用される履歴書、職務経 

歴書はこう書く＜実例つき＞ 

 

小島 美津子 

 

日本実業出版 

稼げる資格２００６年版  リクルート 

女性の働き方きちんとガイド 

２００６年版 

 

 

 

自由国民社 

女性のための仕事・資格 

ベストガイド２００７年版 

 

池田書店編集部 

 

池田書店 

◆貸し出し：図書・ビデオ・雑誌◇◇◇一人2冊まで 2週間 

◆ 開室時間：9:00～17:00 

 



   

 

女の気持ち 

 結婚して５０年になります。夫は些細な理由で食卓のテーブルをひっくり返したり、

口答えをすると殴ったりするひとです。でも、女は我慢するのがあたりまえと思い、耐

えてまいりました。７０歳を迎えた今、残された人生を自分のために静かに生きたいと

思いました。私の気持ち間違っているのでしょうか。 

 

 

 

2002 年５月にスタートした「えどがわチャイルドライン」は、子どもの権利条約の理念 

のもと、地域のボランティアによって運営される「18才までの子ども専用電話」です。 

今年で５年目を向かえ、実施回数 112 回を数え、総通話件数は 1,600 件を超えました。 

今、えどがわチャイルドラインに寄せられる電話は、中高生からの通話がもっとも多く、 

通話のほとんどを占めています。通話内容は、男子１位が「性・体」で半数を占めており、 

女子は１位「自分自身」、続く２位が「性・体」となっています。思春期の子どもから、思 

春期特有の「心と体」の話しをする電話が多く、「誰かに聴いてもらいたい」「ちょっと教

えてほしい」と思っているのです。 

◆えどがわチャイルドライン（18才までの子ども専用電話） 

毎月５日、15日、25 日 19 時～22時 

  03-3674-6677 

● 江戸川子どもおんぶず連絡先 

ＦＡＸ 03-3654-9188 

メール eko@mbm.nifty.com 

ＵＲＬ http://members.edogawa.home.ne.jp/childline/ 

毎年１１月２５日は、女

性に対する暴力撤廃国際記

念日です。 

女性センターでは、記念

日にちなみ、２４日（金）

に講演を予定しています。 

「僕は、暴力を選ばない」 

講師 辻 雄作氏 

（僕は暴力を選ばない ホ

ワイトリボン・キャンペー

ン日本代表） 

｢女性に対する暴力撤廃国際記念日｣ 

江戸川の中高生は、今… ～チャイルドラインから見える姿～ 


