
タワーホール船堀休館日

女性センター相談室
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江戸川区 江戸川区 江戸川区 
女性センターだより女性センターだより

平成27年度「男女共同参画セミナー」スケジュール

江戸川区 
女性センターだより

11月1６日（月）～20日（金）
9：00～17：00
※最終日は15：00までになります。

「パープルリボン展示」
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特集　わくわくお散歩マップ
佐々木常夫さん講演会レポート
「仕事も家庭もあきらめない生き方」
気になるデータ「パパの家事・育児時間」
BOOK Review

講座レポート（2015.4 ～ 2015.10）

「男女共同参画セミナー」スケジュール
相談事業のご案内

区役所本庁舎
多目的スペース

パープルリボンツリー

デートDV防止出前講座

講師：NPO法人レジリエンス　栄田千春

11月2７日（金）

「お互いを大切にする関係とは」
春江中学校

女性史講座

講師：淑徳大学准教授　鈴木織恵

11月29日（日）14:00～16:00

「清少納言と紫式部 二人はライバル？」

研修室

女性の健康週間講座

講師：快眠セラピスト　三橋美穂

2016年2月28日（日）14:00～15:30 

「心も体もスッキリ！ぐっすり眠れる快眠セラピー」（仮）

研修室

マザーズ再就職支援セミナー（連続講座）

講師：オフィスモロホシ　諸星裕美

2016年1月19日（火）10：00～11：40

「働き方で違う年金・保険・税金」

307会議室

30名

講師：船堀ワークプラザ マザーズコーナー　伊藤真利江

2016年1月20日（水）10：00～11：40

「これで大丈夫 就職活動のはじめ方」

307会議室

30名

えどがわパパスクール

演奏：江戸川吹奏楽団

12月1３日（日）10:30～12:00

「パパと一緒 吹奏楽♪クリスマスライブ」

小ホール

80組（240名）

区内のビュースポット

お散歩
マップ

わく♪ わく
♪

ダイヤと花の大観覧車
（葛西臨海公園）　

高さ117m

火の見櫓（新川千本桜）
高さ15.5m

江戸川富士（富士公園）
高さ11m

タワーホール船堀  展望室
高さ115m

荒川ロックゲート（小松川）
高さ18.2m

（お知らせ）
※毎年11月12日～25日の2週
間は、「女性に対する暴力をな
くす運動」週間です。期間中の
11月16日（月）～25日（水）、タ
ワーホール船堀では、DV防止
の願いを込めてパープルライ
トアップを行います。

60人 60人

【プロフィール】
睡眠のスペシャリストとして、テレビや雑誌など多
方面で活躍中。『驚くほど眠りの質がよくなる 睡眠
メソッド100』（かんき出版）をはじめ著書多数。

【プロフィール】
2011年に「神々の国しまね」プロジェクト実行委員
会の学芸専門員として島根県に赴任。2014年より淑
徳大学人文学部歴史学科准教授。



一之江高速入口　

春江町
四丁目

春江町
五丁目

新川千本桜

環
七
通
り

今井街道

新大橋通り

●

●

●

●

●
●

●

●

●
水辺広場

水辺
広場●

新川
さくら館●

●水辺
　広場

タワーホール船堀
　（女性センター）

二之江
さくら
公園

一之江一之江
五丁目　五丁目　

陣屋橋陣屋橋

●松江第五中●松江第五中

村井村井
染工場染工場

一之江
五丁目　

陣屋橋

●松江第五中

村井
染工場

葛西
防災公園防災公園
●

●

●

葛西
防災公園

海や川に囲まれ、公
園面積は23区トップ

を誇る江戸川区。下
町らしさあふれる街

並みには、魅力がた
くさん詰まっていま

す。今回は本紙サポ
ーターが、体も心も

すこやかになれる散
歩コースをご紹介。な

じみのないエリアに
ぶらりと出かけるも

よし。近所でも、今ま
で知らなかった新し

い発見ができるかも
？ 家族や友人、自分

と向き合いながら、ゆ
ったりした秋のひと

ときを過ごしてみませ
んか。

葛西エリア西エリア

一之江一之江エリアエリア

小岩小岩エリアエリア

平井平井エリアエリア 一之江エリア

小岩エリア

平井エリア

葛西エリア

お散歩マップお散歩マップお散歩マップお散歩マップわく♪
　わく♪お散歩マップ

葛 西
エリア

葛西エリアに位置する総合レクリエーション公園は、西葛
西駅から旧江戸川にかけて東西 3キロにわたり、10カ所
の遊び場が連なっています。アスレチックやバーベキューが
でき、子どもも大人も一日楽しめる遊びのデパート。隣接
する親水公園や親水緑道では、水と緑にふれながら散策
できます。

花があふれる遊びのデパート

一之江
エリア

緑と水の力でリフレッシュ！

西葛西駅

船堀駅 一之江駅
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紅葉川高校
ボート乗り場

フラワーガーデン 富士公園富士公園
（江戸川富士）（江戸川富士）

なぎさ
公園

総合レクリ
エーション
公園

中葛西
七丁目

区球場区球場

地下鉄
博物館

一之江エリアのおすすめは、約3キロにわたって川沿いに遊
歩道が伸び、自然とのふれあいを楽しめる一之江境川親水
公園。子どもの水辺広場が3カ所、江戸川区の歴史と伝統に
親しめる場所もあります。コース終盤の陣屋橋から船堀駅近
くには、天然温泉の出る銭湯が3軒。季節の移り変わりを感
じながら心身ともにリフレッシュしましょう。

●●

●

富士公園
（江戸川富士）

区球場

パノラマシャトル
フラワーガーデン、富士公園、なぎさ公園を結ぶ3両連結式
遊覧車。「未来くん」、「元気くん」があり、機関士さんの絶妙
なガイドが魅力。運行時の心がけは「安全と体調管理、お客
様の笑顔」だそう。

TEL：03-5674-2980
利用時間：10：00～16：00　※10月現在、運休中
一回券：（大人）200円、（3歳～小学生・65歳以上）100円
一日券：（大人）250円、（3歳～小学生・65歳以上）150円

フラワーガーデン
春の桜から始まり、チューリップや藤など、四季折々
の花が満開になります。中でも見事なのは、ボラン
ティアが育てた111種類ものバラ。噴水の水音も心
地良く、訪れると心がさわやかになる洋風庭園です。

江戸川区南葛西4-9
TEL：03-3675-5030（富士公園サービスセンター）

なぎさポニーランド
こゆきちゃん（写真）を含むポニー7頭、ヤギ2頭を
飼育。小学生以下向けの乗馬や飼育体験は大好
評で、休日は長蛇の列。飼育員さんによると、「動
物の体調管理、動物とのふれあい、動物の環境管
理」に気を使っているそうです。

江戸川区南葛西7-3（なぎさ公園内）
電話：03-5658-5720
利用時間：10：00～11：30、13：30～15：00
休園日：月曜日（祝日の場合は翌日）
利用料：無料

樹齢750年以上のタブノキの大木を中心
とした、屋敷林に囲まれた旧家。庭園では
11月の菊花展、1月の春の七草展などの
展示が季節に合わせて楽しめます。建物
の中では、香袋作りの体験教室など、さま
ざまな会が催されています。

江戸川区一之江5-13-16
TEL：03-3654-0095
開園時間：9：00～17：00
入場料：無料

新左近川親水公園
広い水面を持つ親水公園。家族で楽しめる貸し
ボート場には、スワン型とコーヒーカップ型（写
真）の2種類の足こぎボートがあります。乗って
みると、いつも眺めている景色が一変し、カルガ
モやカワウと一緒に水上散歩を満喫できます。

江戸川区臨海町2-1
TEL：03-3675-5030（富士公園サービスセンター）
利用期間：3月～11月の土曜、日曜、祝日（要確認）
利用料：（1時間）600円、（30分）400円

今年3月に完成。普段はベン
チですが、いざという時は
かまどに変身

一之江抹香亭
まっこうてい

城東電車線路跡
大正14年～昭和27年、東荒川か
ら今井までを走っていた一両編成
の電車。当時の写真付きパネルと
実際に使われていたレールの一
部が展示されています。この電車
は車両の形から「マッチ箱電車」、
発車合図のベルの音から「チンチ
ン電車」と呼ばれていました。

法龍寺
昔、区内の食用カエル捕獲業者が
協力して「カエルの供養塔」を建
立。山門前にあるので、いつでも
見られます。別名「カエル寺」とも
呼ばれています。境内には大小さ
まざまなカエルグッズが飾られた
場所があり、自由に見ることがで
きます。区の登録文化財「青面金
剛像庚申塔」もあり。

江戸川区船堀6-9-30

淡水魚養殖漁業協同組合
3～11月の週1回、金魚のせりが行われている場所。
堀に浮かんだ箱には、何百～何千もの金魚が種類別
に分けられて入っています。それを竿で操ってせり
をしています。

江戸川区船堀7-19-15

染色した反物を
乾かす風景が
見られます

図書室も
あります

火の見櫓

散歩のしめくくりに一風呂いかが？散歩のしめくくりに一風呂いかが？
区内で営業している39軒の銭湯では、「ぶらり 湯らり スタンプらり～2015」を実施中。12月31日（木）までに5～10軒のスタンプを集めると、区内で営業している39軒の銭湯では、「ぶらり 湯らり スタンプらり～2015」を実施中。12月31日（木）までに5～10軒のスタンプを集めると、
タオルや無料入浴券がもらえます。料金は大人460円、小学生180円、未就学児80円。　江戸川区浴場組合　http://www.oyunofuji1010.com/タオルや無料入浴券がもらえます。料金は大人460円、小学生180円、未就学児80円。　江戸川区浴場組合　http://www.oyunofuji1010.com/
区内で営業している39軒の銭湯では、「ぶらり 湯らり スタンプらり～2015」を実施中。12月31日（木）までに5～10軒のスタンプを集めると、
タオルや無料入浴券がもらえます。料金は大人460円、小学生180円、未就学児80円。　江戸川区浴場組合　http://www.oyunofuji1010.com/
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親水さくらかいどう

家庭の事情はオープンに
　家族は妻と子ども3人です。自閉症の長男と年子の次男、長女

がいます。完璧主義の妻は肝硬変を患い、うつ病を併発、40回ほ

どの入退院と3度の自殺未遂を繰り返しました。絶望感の中、そ

れでも私は子育て、家事、介護をしながらも東京と大阪を何度も

転勤し、単身赴任中は毎週末、自宅と赴任先を往復しました。妻と

長男が同時に入院した時期もありました。

　重荷を背負っていても、みなさんそのハンディを話しません。

私は、ある時からオープンにしました。障害や病気を持っているこ

とは、恥ずかしいことではない。誰にでも等しいリスクです。

プラスがたくさん
　職場の仲間は「すぐ帰ってください。あとはやりますから」と

言ってくれました。私は毎日５時半に起きて子どもたちの朝食と

弁当作りを始め、1時間早く出社し、18時には会社を出なければ

なりませんでした。そこで職場全員が定時に帰ること、タイムマ

ネジメントを徹底しました。

　良い習慣は才能を超え、確実に成長します。無駄な仕事を断捨

離し、最も大事なことを正しくつかみ、計画を立てて効率的に仕

事を進めていく。部下一人一人と面談をしてしっかりコミュニ

ケーションを取り、信頼関係を深めました。

　また、出張時は両親、平日は隣の奥さんなど、色々な人に助け

られました。長女は小学5年生で料理を覚え、その後、長男の世話

もしてくれた「戦友」です。

決意と覚悟を持って
　20代、30代はプロになるために、与えられた仕事に全力で取り

組むこと。自身の欲が磨かれて志になります。チーム、組織、お客

様、家族、何かに貢献することで結果がついてきます。

　40代はしなやかに。部下を育てて仕事を任せ、悠然と受け止め

る態勢を作る。現実を把握し、要望や変化への対応が求められま

す。自分の時間を作り、本を読み人に会い、家族と付き合うことも

大切です。例えば、PTAや自閉症の親の会に参加しているのはほ

とんどが母親。父親は仕事をしているだけで、家族やコミュニティへ

の責任はないのでしょうか。

運命を引き受けてがんばろう
　がんばっても結果は出ないかもしれない。でも、がんばらなけれ

ば結果は出ない。自分が選んだ仕事、結婚相手や子どもなのだか

ら、すべて受け入れるほかありません。私も、思い通りにならないこ

とはたくさんありました。東レ本社ではなく、子会社のトップになっ

たこともそうです。しかし、それで時間に余裕ができ、妻は安心して

症状が良くなったのです。本を書く機会を得て、それがベストセ

ラーになりました。大きな力に支えられながら全力を尽くしてきた

今、神様からプレゼントをもらったようです。（レポート=上田りか）

「仕事も家庭もあきらめない生き方」「仕事も家庭もあきらめない生き方」「仕事も家庭もあきらめない生き方」
ビジネスマンとして第一線に立ちながら、夫や父親としての役割も果たしてきた佐々木常夫さん。
女性センターでは6月21日、佐々木さんをお招きし、男女共同参画週間記念講演を行いました。
区民約200人が熱心に耳を傾けた、その内容をレポートします。

「仕事も家庭もあきらめない生き方」

ワークライフバランス編

佐々木常夫（ささき・つねお）　
1969年に東京大学を卒業後、東レに入社。自閉症の長男とうつ病を患う妻を抱えな
がら、仕事でも成果を上げ、2001年に取締役に就任。2003年、東レ経営研究所社長
となる。著書に『ビッグツリー』（WAVE出版）、『それでもなお生きる』（河出書房新社）
など。http://sasakitsuneo.jp/
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燈明寺

南に心躍り、北に癒される街
ＪＲ小岩駅の南側は商店街でにぎわい、フラワーロード商店街にはＦＭえどがわがあ
ります。東小岩の善養寺も有名。駅北側の北小岩には親水緑道や遊歩道などがあ
り、小さな自然に癒されます。一息つけるベリィソイズ、小岩アーバンプラザもおす
すめ。南コースと北コースの2種類の魅力を紹介します。

ＦＭえどがわ
（84.3MHz）
ガラス張りのスタジ
オは通りに面してい
て、生放送中はパー
ソナリティがマイクに
向かう様子が見られ
ます。地域に密着し
た放送局で、楽しい
番組だけでなく、区
と連携して防災情報
を発信するなど、災
害時に重要な役割を
担っています。

善養寺
国の天然記念物「影向（ようごう）のマツ」
で有名な善養寺。毎年秋に行われる影向
菊花大会には、菊花や盆栽など約2000鉢
の品評会出展作品や特別出品が展示さ
れ、なかでも菊花大花壇は圧巻。会場では
菊の販売も行われています。

江戸川区東小岩2-24-2
※今年の影向菊花大会は、10月19日（月）～
11月23日（月・祝）に開催。

福祉作業所分室
ベリィソイズ
豆腐屋ですが、豆乳ドーナツが有名。季
節限定のソフトクリームも豆乳で作られ
ています。飲みものの種類も多く、小松
菜豆腐や豆乳を使った焼き菓子など、店
内で買ったものはイートインスペースで
食べられます。

江戸川区北小岩2-14-17（共育プラザ小岩内）
TEL：03-3672-4905
アクセス：京成小岩駅から徒歩5分
営業時間：10：00～16：00
定休日：日曜、月曜、祝日

小岩アーバン
プラザ

小岩菖蒲園

上小岩親水緑道
「健康の道」とも呼ばれる全長950
メートルの親水緑道。小さなせせら
ぎの音と季節の緑や花が、耳と目に
心地良い小道です。

10～18時営業のレストラン
もあり、散歩途中の休憩に
ぴったり

江戸川区南小岩7-13-8
TEL：03-5622-7850
アクセス：JR小岩駅から徒歩5分

6歳未満の子どもを持つ
夫の家事・育児時間
（1日当たり）

Q&A 参加者からの質問

荒川と旧中川に囲まれ、多くの寺院が残される平井エリア。中でもおすすめなのが、平安時代に建て
られたと伝わる燈明寺（とうみょうじ）。京都・宇治の平等院を思わせる優雅な本堂と、鹿鳴館に吊るさ
れていた本堂内のシャンデリアがみどころです。江戸時代には、将軍の鷹狩りの御膳所としても使わ
れていました。門をくぐって正面に建つ別堂の聖天堂（しょうてんどう）は「関東三聖天」の一つで、幸
運をもたらす聖天と言われています。

史跡の情緒を味わう平井エリア

江戸川区平井6-17-30　アクセス：JR平井駅から徒歩5分

Q&AQ&A&AQ&AQ&A&A&A&A 気にな
る

データ

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00
（時間）

0:39日　本

家事関連時間全体

1：07

1:05アメリカ 3：13

0:40フランス 2：30

1:07スウェーデン 3：21

うち育児時間

Q：踏んばれる考え方、楽観主義のコツは？
A：人の幸せや不幸は測れません。他人との比較ではありません。私は「何もないときが幸せ」でした。仕  
    事はがんばってやると結果が出る。うまくいくと面白い。帰ってからは家族のためにがんばれる。仕 
    事が自分を支えてくれました。「どんな環境でも希望を見出し、乗り越えていこう」と、つらい時に読 
    み返す本があります。

Q：子どもの教育方針は？
A：勉強しろとは言いませんでした。「嘘をつかない」、「時間を守る」、「挨拶をする」など基本的なことを 
    教えました。自分の好きなことをやれるようにすること。結果、子どもたちはのびのび育ちました。

Q：がんばらなくていい時とは？
A：自閉症の長男がいじめにあった時、クラスのリーダーに声をかけてクラスの子たちを自宅に招き、話
    をしました。不登校の子は、がんばりようがないところまでがんばっています。親が転校させるとか、
    環境を変えてやる。家庭内暴力とかアルコール依存症の被害からは逃げる。がんばり続けることは
    ありません。

資料：Eurostat "How Europeans Spend Their Time Everyday Life of Women
and Men"(2004)、Bureau of Labor Statistics of the U.S. "America Time-Use 
Survey Summary"(2006)、総務省「社会生活基本調査」（平成18年）
※日本の数値は、「夫婦と子供の世帯」に限定した夫の時間である。

江戸川
病院
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男性向け料理講座 男女共同参画週間記念講演会

講師：佐々木常夫マネージメント・リサーチ代表取締役　
        佐々木常夫

6月2１日（日）

・仕事や家族のことで悩むことも多くありますが、いいヒントをいた  
 だきました。
・レジュメをチェックシートとして使いたいと思います。明日から行動
 できることは実践したいと思います。

・仕事ができるか不安でしたが、同じような状況で、たくさんの人た      
 ちが職探しをしていることがわかって心強かったです。
・まずは、「理想→できることを探す」。そのためにはスキルをつけ、自
 信を持ちたいと思いました。計画的に頭を整理し、焦らず後悔のない 
  就職活動をしたいと思います。

・初めてハンバーグを作りました。買ったものよりおいしかったように
 思います。
・いつも料理をしてくれている妻に、習った料理を作ります。

「仕事も家族もあきらめない生き方」

講師：東京マスダ学院講師　須磨映理子
　
６月７日（日）
「ワンプレートランチに挑戦」
ロコモコ丼＆アサイーゼリー

サポーター参加事業

協力：越後弁の昔語り　中野ミツ
　
「ボランティアフェスティバル」
パープルリボン・帽子作り
越後弁の昔語りを聞く会
7月1２日（日）

ひとり親家庭応援講座

再就職支援セミナー

講師：船堀ワークプラザ マザーズコーナー　伊藤真利江

「働きたいママのおしゃべり広場」
7月1６日(木)

講師：しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長　赤石千衣子

「しあわせ生活術＆グループトーク」
8月30日（日）

・笑うことは副作用のない一番の薬だと思います。本当に勉強になり
 最高に楽しく、あっという間に時間が過ぎました。
・仕事と家庭、育児をこなしながら、鹿の子さんのがんばりと努力で
 真打ちまで昇進され、すごいと思いました。大ファンになりました。

ワーク・ライフ・バランス講座

講師：落語家　春風亭鹿の子

講師：しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事　大塚君江

「マネープラン&グループトーク」
9月６日（日）

『主夫になってはじめてわかった主婦のこと』

著者：中村シュフ
出版社：猿江商會

お笑い芸人の著者が結婚を機に専業
主夫となり、日々とどまることのない
家事、育児をコミカルに紹介。家庭科
と保健の教員免許を持つ著者ならで
はの主婦への視線、主婦以上に主夫ら
しいふるまいや気づかいが手に取るよ
うに描かれており、家事も育児も流れ
が大事と訴えています。「ほんとうに全
自動の洗濯機なんてありませんから」。
その通り！ 家事を知らない人、「家事な
んて仕事より楽に決まってる」と思って
いる人、ふだん家事をしている人にも
読んでほしい一冊。

野﨑基子

『一〇三歳になってわかったこと』

著者：篠田桃紅
出版社：幻冬舎

『貧困の中の子ども』

著者：下野新聞
　　 子どもの希望取材班
出版社：ポプラ社

経済大国の日本でも、6人に1人の子
どもが貧困に苦しんでいるという。こ
こで貧困というのは、食事にもこと欠く
飢餓状態を指すのではなく、進学や就
職の分野で自由な選択を失っている
「相対的貧困」のこと。親の病気や失業、
母子家庭など、経済的困窮の理由はさ
まざまだが、このような状況は子ども
の自尊心をも奪いかねない。貧困をい
ち早く見つけ、子どもたちのために何
ができるのか。栃木県の地方紙の記者
が取材、執筆した人気連載を書籍化。

塚本邦之

『エイジハラスメント』

著者：内館牧子
出版社：幻冬舎

オバサン呼ばわりが嬉しい女性はいな
い。日本では経験や円熟味が魅力とさ
れず、若くないことへの揶揄（やゆ）が
はびこる。これを「エイジハラスメント」
というらしい。今年放送された同タイト
ルのドラマ原作本だが、内容は異なる。
本書では、34歳の主婦がパート先で
エイジハラスメントに遭い、姪の若さ
を妬む。気にしすぎるあまり、夫婦関係
にまで亀裂が入り……。パリやニュー
ヨークでは、若さは未熟扱いされると
いう。日本の女性も、前を向いて歳を
重ねたいと思わされる。

山田順子

今も第一線で活躍する、おそらく最高
齢の美術家によるエッセイ集。著者の
気負わない人生哲学がギッシリ。女性
がみな見合い結婚した時代、独身を貫
き40代で渡米、墨の抽象画という新し
いジャンルを確立。心のままに生きる
著者が100歳を超えてわかったこと
は「自由の範囲は無限」、「百歳はこの
世の治外法権」などなど。孤立ではな
く、人と交わらないのでもない。「自ら
に由（よ）って生きる」と著者は語る。

　　
岡野米子

『ひとりで長生きしても幸せ』

著者：松原惇子
出版社：海竜社

自由で豊かなこの国で「長生きなんか
したくない」と言う女性たち。未婚、既
婚を問わず一人で長生きする可能性
が高い女性は、不安が頭から離れない
らしい。でも、「昨日より若い今日はな
い」と著者。だったら、今を楽しく生き
ないともったいない。おひとりさまよ、
部屋から出よう！キラキラするものを
身に付けて笑顔で歩こう。一人の覚悟
といさぎよさを持ち、検診でむやみに
病気を探すのはやめよう、と大胆だ。運
命に任せると、生きるのが楽になる。お
ひとりさまも、そうでない人にも読ん
でもらいたい本である。

綿村千鶴子

『長いお別れ』

著者：中島京子
出版社：文藝春秋

何年も続けている同窓会の場所や目
的さえ分からなくなって、やっと帰宅し
た東（ひがし）昇平。それを機にもの忘
れ外来を受診し、認知症と診断される。
初期症状のゆるやかな進行から別れ
までの10年間が、妻と3人の娘など周
囲の人の視点から書かれている。同じ
話を何度もしたり、行方不明になって
家族を慌てさせたり。現実にもありそ
うな話なのに、妻と娘たちが交わす会
話の面白さやあたたかさ、思わず笑っ
てしまうエピソードが印象的で、心に重
いものは残らない。今年の中央公論文
芸賞受賞作品。

中島敬子

サポーター募集中！
　江戸川区女性センターでは、ボランティアとしてご協力いただけるサ
ポーターを募集しています。活動内容は、講演会の受付や一時保育、情
報紙「女性センターだより」やリーフレット「えどがわの女性」の紙面作
りなど。男女共同参画社会の実現に向けて、さまざまな活動を行ってい
ます。「何か新しいことを始めたい！」、「仲 間を作りたい！」とい
う方は、サポーターとして登録してみま せん
か？
女性センター TEL：03-5676-2455

みま せ

「私らしいワーク・ライフ・バランス」
10月4日（日）


