
タワーホール船堀休館日

女性センター相談室

（五十音順）

平成28年度「男女共同参画セミナー」スケジュール

NO.20
NO.20

2～4.

5.

6.

7.

8.

・C O N T E N T S・
特集　女性センターってどんなところ？
「ぐっすり眠れる快眠セラピー」講座レポート
気になるデータ「各国の睡眠時間」

BOOK Review

講座レポート（2015.11 ～ 2016.3）
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7月10日（日）

女性センター

「ボランティアフェスティバル」
パープルリボン作り、DV帽子（防止）

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

7月14日（木）10：00～11：30

401会議室

20名

「働きたいママのおしゃべり広場」

ワークライフバランス講座

講師：日本空港テクノ　新津春子

9月9日（金）　14：00～15：30

401会議室

60名

「世界一清潔な空港を支えて（仮）」

男性向け料理講座

サポーター参加事業

講師：東京マスダ学院講師　

第1回　4月24日（日）10：00～13：00
第2回　5月15日（日）10：00～13：00

「パパと一緒に、ごちそうレシピ
　～フライパンで簡単パエリアに挑戦～」

男女共同参画週間記念講演会

講師：スポーツジャーナリスト　増田明美

6月23日（木）18：30～20：00

総合文化センター　小ホール

400名

「自分という人生の長距離ランナー」
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東京マスダ学院

小学生と父親12組（24名）

1組1,500円（材料費）

）
【プロフィール】
千葉県生まれ。1984年のロサンゼルス五輪に出場。日本最高記録12回、世界最高
記録2回更新。2001年から10年間、文部科学省中央教育審議会委員を務める。全
国高等学校体育連盟理事、日本陸上競技連盟評議員、日本障がい者スポーツ協会
評議員。大阪芸術大学教授。

費用

・市川由莉　・岩瀬幸子　・上田りか　・岡野米子　・小野美江　・小野塚和江　・田中清子　・塚本邦之　・中島敬子　・野﨑基子　・村松雅子　・山田順子　・米本友基子

   
クリスマス

ライブでも、

サポーターが
大活躍

   お    母さんは講座で勉強、子どもも楽しめます

   
簡単に作れるDV帽子（防止）とパープルリボンツリー

男性も料理に
     
     チャレンジ！

新聞や雑誌も読めます。男性も歓迎！

江戸川区 
女性センターだより
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何をしているの？ 私たちにどんな関わりがあるの？ 

女性センターとは
　女性センターは都道府県、市町村などが自主的に設置している、女性のための総合施設
です。女性問題の解決、女性の地位向上・社会参画を目的としています。
　江戸川区では平成11（1999）年4月に設置され、女性が抱える問題全般の相談、啓発、
図書の貸し出し、情報の収集・提供を行ってきました。男女共同参画社会の実現に向けて、
さまざまな取り組みを進めています。

啓発・講座
　男女共同参画を身近に感じてもらおうと、講座を行ってい
ます。話題の講師やテーマを取り上げ、楽しみながら学べるよ
うに工夫しています。
　例えば、歴史上の女性にスポットを当てる女性史講座、男性
向けの料理講座、パパと子どもで参加するクリスマスライブ、
区内の中学校を訪問してのデートDV防止講座、ひとり親家
庭の応援講座など。
　6月23日には、元マラソン選手でスポーツジャーナリストの
増田明美さんを招き、一年の目玉イベントでもある男女共同
参画週間記念講演会を予定しています。

相　談
　相談室には、年間で約1500件の相談が寄せられます。その内容は、家族や夫
婦の関係、介護、近隣トラブル、自分自身の生き方についてなどさまざま。電話
と面接のどちらでも相談でき、時間は1回50分程度です。その人の状況に応じ
て、予約制のDV相談や法律相談、他の関係機関を紹介しています。
　専門の相談員は、長年カウンセリングの勉強を積み、精神保健福祉士や産業
カウンセラーなどの資格を持っており、6人が交替で勤務しています。電話をか
けると直接、相談員につながります。話した内容を第三者に知られることはない
ので、安心して相談できます。

図書室
　図書スペースの蔵書数は約2600冊。年間で書籍約200冊、
新聞3紙、雑誌17誌を購入しています。特徴は、男女共同参画
に関係する図書が多いこと。女性を取り巻く問題やトラブル
に関する実用書、女性を描いた伝記や小説、女性作家による
エッセイなどがあります。ほかに、DVD、絵本、東京都や他区
の女性センターのパンフレットや資料も揃っています。
　閲覧スペースは静かで、くつろげる雰囲気。どんな本を選
んでいいか迷った時は、職員が紹介することもできます。きっ
と役に立つ本、面白い本と出合えますよ。

受講者の声

 “古い慣習にとらわれず、「男性はこ
うあるべき」、「女性はこうあるべき」
という意識を変えていこう。”
　そのきっかけづくりになればと、
男女問わず色々な年代の人が参加
できる、講座やイベントを開催して
います。ボランティアにも参加しても
らっています。
　女性センターは都営新宿線・船堀
駅近くの便利な場所にあります。
お気軽にご利用ください。

相談者のお話を伺い、気持
ちに寄り添いながら解決す
る方向を一緒に探していき
ます。悩みを一人で抱えず、
私たちにお話しください。
　

講座

サポーター
活動

相談

図 書
コーナー

講座

サポーター
活動

相談

図 書
コーナー

・家に帰ってさっそくロコモコ丼を作
り、家族にごちそうしました。講師がと
ても美人で、楽しい一日でした。また
参加したいです。

デートDV防止講座に参加デートDV防止講座に参加

・女子中高生の5人に1人がデー

トDVを受けていると知って、

びっくりした。もし友達に相談

されたら味方になってあげたい

子育て応援講座に参加子育て応援講座に参加

・夫婦のコミュニケーションを

大事にしていかなければと思っ

た。これからは妻との会話を増

やし、育児をしていきたい

再就職支援セミナーに参加再就職支援セミナーに参加

・自分と同じように、働きたいマ

マがたくさんいることがわかっ

て心強かった。キッズスペースや

一時保育があるのもありがたい

女性センター相談室　TEL：03-5676-2459
総合相談：月～金曜日9：00～17：00
DV相談（予約制）：火曜日9：00～13：00、　木曜日13：00～17：00
法律相談（予約制）：第3日曜日13：30～16：30
※詳細は8面参照

休館日

貸 出

開館
時間

土曜日、祝日 ※日曜日も開館しています

9：00～17：00

1人2冊、2週間まで
※貸し出しカードは不要。
　申込書に氏名と連絡先を記入してください

男の料理講座に参加した
田中 均さん（南葛西在住）

H相談員
相談員歴20年。趣味は
ガーデニング

・区立図書館になかった本があって、

 助かった

・蔵書が女性センターのホーム
 ページで見られる

・授乳コーナーで、上の子に絵本を
読ませながら下の子に授乳できた

・ベストセラーが予約しないで 借りられた

・待ち合わせや時間調整に

 ちょうどいい

利用者の声



サポーター活動

寝過ぎで不眠になる？
　寝付きが良くない、眠りが浅く何度も起きてしまう、朝早く目覚め

て困る―。睡眠は足りているけれど、もっと気持ちよく寝たい―。そ

んな方々に、より良い眠りを目指してほしいと活動しています。

　年を重ねるにつれて、睡眠時間は短くなるのが一般的。平均する

と25歳で7時間、45歳で6時間半、65歳くらいだと6時間ほどで

足りるようになってきます。にもかかわらず、布団に入っている時間

が長いと、寝付きが悪く、夜中に何回も目が覚めてしまいます。こん

な時は眠くなってから布団に入り、朝は決まった時間に起きるよう

にしましょう。遅寝・早起きで睡眠時間をギュッと圧縮すると、質の

高い睡眠に変わってきます。

睡眠の役割

　睡眠の役目は、脳の疲労回復。眠らない限り、脳は休めません。大

脳を休めてメンテナンスをするのが、睡眠の一番の目的です。

　二つ目の役割は細胞の再生修復。睡眠中に分泌される各種ホル

モンのおかげで、新しい細胞が作られ修復されます。さらに免疫力

の強化、情報の固定なども行われます。特に、思考など人間らしさ

をつかさどる前頭葉を休めることが大切です。

眠気のしくみ

　まずは、体内時計を整えましょう。毎朝同じ時刻に起きて太陽の

光を浴び、朝食を取るのが大事。日中は適度な運動をして、就寝前

8時間はうたた寝せずに起きておくことです。

　次に、体の中心部の「深部体温」を寝る前に少し上げ、その後しっ

かり下げると熟睡できます。深部体温を上げる方法は運動か入浴。

就寝1～2時間前に、額がうっすら汗ばむくらい湯に浸かります。目

安は38℃の全身浴で20分、もしくは40℃で15分。水分補給をし

ながら入ってください。

　入浴後はアロマを炊く、音楽をかける、ストレッチをするなどして

自分なりのリラックス法を試してください。心地良い寝室環境を作

る、湿度・温度・音・光に気を配る、肌触りと吸湿性の良いパジャマや

シーツを使う、体型に合った枕やマットレスを使うことも重要です。

枕選びのポイント

　立っている時の自然な状態を、寝ている時も保てるかどうか。こ

れが枕を選ぶときのポイントです。首から後頭部の隙間を埋めるの

が枕の役割なので、枕は仰向けで合わせます。さらに、横向きに

なっても合うかどうかチェックしましょう。

　枕をしないと、首を支えるものがないので、首こりや肩こりの原

因になります。また、頭が心臓より低くなってしまうので、顔がむくみ

やすくなります。また、「首にしわができるから枕を使わない」という人

がいますが、前側にはできなくても、寝返りを打つなど横を向く時に

首をねじるので、首の横にしわができてしまいます。

なので、枕は高さがないのも高すぎるのもだめ。本当に合っている枕

は、枕をしていることを意識しないくらい自然に感じます。

「安眠」から「快眠」へ

　私が考える「安眠」とは、疲れなどのマイナスをゼロにリセットする

無意識の眠り。「快眠」とは、自らの意志でマイナスをプラスに転換す

る眠りだと思っています。一日の疲れを取るための安眠ではなく、「明

日のために眠る」ことを意識しながら、快眠を目指してください。

心も体もスッキリ！ ぐっすり眠れる快眠セラピー心も体もスッキリ！ ぐっすり眠れる快眠セラピー心も体もスッキリ！ ぐっすり眠れる快眠セラピー心も体もスッキリ！ ぐっすり眠れる快眠セラピー
毎年3月1～8日の「女性の健康週間」にちなみ、快眠セラピストの三橋美穂さんによる講座を
実施しました。当日は睡眠についてのお話はもちろん、バスタオル枕の作り方の実演、音楽が
流れる中での「快眠メディテーション」（リラックス法）の体験も行われました。

心も体もスッキリ！ ぐっすり眠れる快眠セラピー

各国の睡眠時間（15～64歳の男女）

資料： 2005～2011年のOECD調査より 
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高い
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（レポート＝岡野米子、中島敬子、野﨑基子）

　女性センターでは、「サポーター」と呼ばれるボランティアが
さまざまな場面で活躍しています。現在、約60人のサポー
ターが登録しており、講座を開催する際の受付や一時保育、情
報紙作りなどをしています。登録したきっかけを聞いてみる
と、「友人や知人からの誘い」、「講座に参加した」、「区のホーム
ページを見た」という声がありました。それぞれの生活環境や
予定に合わせて、無理のない活動をしています。
　発行している印刷物にも、サポーターが携わっています。こ
の情報紙「女性センターだより」は、月2～3回の編集会議を行
い、意見交換を経て作成。リーフレット「えどがわの女性」は、江
戸川区で生きた女性にインタビューし、人生の面白さを感じな
がら原稿にまとめています。どちらも、「大勢の読者に読んで
もらいたい、勇気を届けたい」と思って作っています。
　また、毎年7月に行われるボランティアフェスティバル、11月
のDV防止週間の展示にも参加。来場者と一緒に、DV防止の
シンボル「パープルリボン」などを手作りしています。

講座の受付・

司会

「女性センター

だより」発行 「えどがわの

女性」発行

講座時の

一時保育

在住地区 活動年数

・新たな人との出会いで

視野を広げる機会をも

らい、明るく楽しい気持

ちになっている

　「すべての人が性別にとらわれず、自分らしく豊かに生きるた
めに」をコンセプトに運営されているリーブラ。区民に子育て世
代が増えたことで、「パパは人生で一番面白い時代（とき）」、
「もっと子育てを楽しみたいパパたちへ」など、若いお父さんが
参加できる講座を増やしています。
　情報誌「オアシス」には毎号、読者の意見や提案を生かせるよ
うにと、アンケートはが
きが付いています。読
者が前向きに考えられ
るような誌面作りを心
がけているそうです。

ほかの区の女性センターはどんな活動をしているの？ 
港区と墨田区に、本紙編集サポーターが訪問してきました。

港区立男女平等参画センター「リーブラ」

東京都港区芝浦1-16-1　TEL：03-3456-4149
http://www.minatolibra.jp/

　「感じ・学び・活動する」が合言葉のすみだ女性センターは、昨
年、開館25周年を迎えました。それに合わせて情報誌「すずか
け」もリニューアル。著名人が表紙を飾ったり、インタビュー記事
や区民の投稿写真を掲載したりして、より楽しいものになって
います。
　館長の蒲生（がもう）さ
んによると、「今後はさらに
働く女性への支援や、大学
生・就職前からの男女参画
など、若い世代向けの講座
にも力を入れていきま
す」。

すみだ女性センター「すずかけ」

東京都墨田区押上2-12-7-111　TEL：03-5608-1771
http://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_info/tamokuteki/
sumida_zyoseicenter/

左から2番目がリーブラの中村センター長、右端が事業推進リー
ダーの野村さん。マスコットキャラクター「りぶら」と

東京スカイツリーに近く、最寄りの押上駅からのアクセスも良い

パープル

リボン活動

ボランティア
フェスティバル

参加

サポーターの声

・講座や展示に来てくれた

区民の方々と触れ合い、今

まで感じたことのない感覚

を味わっています

・自分以外の人に目を向

けることで考え方が外

向きになり、興味の対象

も広がった

・一時保育で子どもと接す

るせいか、いつまでも気持

ちが若くいられて、生活に

張りが出た

・自分の能力を惜しみな

く提供しているサポー

ターと出会い、交流を持

てたことが刺激になった

・想像を超えた仲間、情報、

思考に出合えます。あなた

も一歩を踏み出し、一緒に

活動しませんか？

葛西41％

東部19％

中央16％

鹿骨8％

小岩6％

4～6年
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1～3年
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7年以上
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～1年
   7％

小松川5％ その他　5％

0:00 4:00 5:00 6:00 8:007:00 9:00 10:00
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日　本

韓　国

フランス

スウェーデン

イギリス

男性　7時間52分

女性　7時間36分

男性　7時間41分

女性　7時間42分

男性　8時間26分

女性　8時間33分

男性　8時間23分

女性　9時間3分

男性　7時間56分

女性　8時間11分

三橋美穂（みはし・みほ）
寝具メーカーの研究開発部門長を経て独立。講演や執筆、個人相談などを通して、眠
りの大切さや快眠の工夫、寝具の選び方をアドバイスする。『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）、『脳が若返る快眠の技術』（KADOKAWA）な
ど著書多数。

気になる
データ

立っている姿勢をキープできる枕がよい

Copyright(c) Miho.Mihashi. All Right Reserved

講座レポート

『快眠セラピー』（KKロングセラーズ）より
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サポーター参加事業 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）　春江中学校
　3月11日（金）　瑞江第二中学校

・子どもが知っている曲ばかりで楽しく聴けた。会場の飾り付
 けもかわいらしかった。
・参加型の演出が多かったので、子どもが飽きなくて良かった。

・時代背景がわかっておもしろかった。今までとは違った視点
 から、 二人の関係を知ることができた。
・若い先生の熱心な講義に感動。自分ももっと知識を吸収して
 いきたい。

「お互いを大切にする関係とは」
「パープルリボン展」
11月1６日（月）～
20日（金）

「タワーホール船堀
 パープルライトアップ」
11月16日（月）～25日（水）

えどがわパパスクール

演奏：江戸川吹奏楽団
　
「パパと一緒 吹奏楽♪クリスマスライブ」
12月1３日（日）

女性史講座

講師：淑徳大学准教授　鈴木織恵

「清少納言と紫式部　二人はライバル？」
１1月２９日（日）

・自分がどうしたいのか、どう働きたいのかを明確にすることが
 大切だと思った。
・ブランクがあって不安だが、少しずつ働き方を変えていきたい。

子育てママの再就職準備講座

講師：エムキャリアサポート　諸星裕美

講師：船堀ワークプラザ　マザーズコーナー　伊藤真利江

・早寝早起きや長時間の睡眠は必要ないと知り、ためになった。
・枕の選び方や、バスタオルで枕を作る方法は参考になった。寝 
 付きを良くする体操も、今晩実践してみたい。

女性の健康週間講座

講師：快眠セラピスト　三橋美穂

『世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ』

編者：くさばよしみ
絵：中川 学
出版社：汐文社

女性センターからのお知らせTopics
「えどがわの女性」vol.28を発行しました！

語り手募集
　江戸川区で生活し、江戸川区を愛し、
強くたくましく生きた女性の姿を残すた
め、「聞き書き研究会」会員（区民ボラ
ンティア）が聞き手となって文章にまとめ、
発行しています。
　現在、ご自身の体験をお話しいただけ
る語り手を募集しています。詳しくは女
性センターまでお問い合わせください。

環境が悪化した地球の未来について
話し合うための国際会議が、2012年、
ブラジルで開かれました。会議が終わ
りに近づき、ウルグアイのムヒカ大統
領が檀上で話し始めます。彼は給料の
大半を貧しい人に寄付し、公邸に住ま
ず、公用車にも乗らず、農場で花や野
菜を作りながら仕事をする。そんな小
国の大統領の話に最初は皆が関心を
示さなかったけれど、演説が終わった
時、大きな拍手が起こりました。本書は、
その演説をやさしい表現にした絵本。
さあ！ 大統領は何を話したのでしょう。
　　　　　　　　　　　　  野﨑基子

『広岡浅子という生き方』

著者：永井紗耶子
出版社：洋泉社

『山口恵以子エッセイ集　おばちゃん街道
～小説は夫、お酒はカレシ～』

著者：山口恵以子
出版社：清流出版

松本清張賞の作家と聞けば、別世界
のサクセスストーリーかと思いきや。
更年期うつや介護、職場でのいじめ
……多くの女性に共通する道を、山
口さんなりに快活に通ってきた。そん
な飾らないエッセイだ。受賞時の挨拶
「恒産なき者は恒心なし」は、元食堂
のおばちゃんの職あったればこその言
葉。仕事の安定が精神の安定を生む、
と。心が折れそうな時も、しなやかに
楽観的に前へ進み、35 年も夢がブレ
なかった努力の人。倣えるところから
始めてみたい気になる。
　　　　　　　　　　　　 山田順子

『女性官僚という生き方』

編者：村木厚子、秋山訓子
出版社：岩波書店

編者の村木厚子さんは、2009年の郵
政不正事件という冤罪で5カ月の拘置
所生活を送った方として記憶に残る。
その後、女性で二人目の事務次官とな
って官僚の頂点に付いた。本書は仕事
の楽しさ、出世、家庭や子育てとの両
立といった課題について、村木さんを
はじめ30代の専門職まで、さまざまな
省庁で働く女性たちの声を丁寧に拾っ
ている。プライベートでも奮闘しなが
ら、「自分で選び取っていく人生のため
に」愛する仕事を決してあきらめない
強い姿勢は、働く女性にとって示唆に
満ちている。
　　　　　　　　　　　　村松雅子
　

ペリーの黒船が来航する数年前、京都
の豪商・三井家の四女として生まれた浅
子は、大阪の両替商・広岡家へ嫁ぐ。そ
こで家業の両替業のほか、炭鉱業や生
命保険会社・大同生命の設立などに携
わる。明治初期の混乱の時代に、浅子は
女性実業家として仕事に励むばかりで
なく、女子教育を奨励。国内初の女性の
ための大学設立に積極的に協力し、発
起人会にも参加する。活動の甲斐あっ
て、明治34（1901）年に日本女子大学
が開校した。浅子や周囲の人の言葉を
引きながら、その生き方を振り返る一冊。
　　　　　　　　　　　　   塚本邦之

・「デートDV」という言葉を初めて知った。私には関係ないと思ってい
　たが、考えが変わった。
・友達が演じたロールプレイがわかりやすかった。DVはいじめと似て
 いると感じた。

Vol.28

vol.28　細野松子「変わり者かあちゃんと偏屈おやじ」

●同性婚―私たち弁護士夫夫（ふうふ）です
　 南 和行／祥伝社
　 自身も同性愛者で、パートナーと法律事務所を経営する筆者。経験談とともに、
　 同性カップルの葛藤や困難を法律的な視点からつづる。

●おやすみ、ロジャー　魔法のぐっすり絵本
　  カール＝ヨハン・エリーン著／三橋美穂監訳／飛鳥新社
    なかなか寝ない子どもでも、読み聞かせるとすぐに眠ってしまうと話題の絵本。  
    心理学に基づいて書かれている。

●この世にたやすい仕事はない
　 津村記久子／日本経済新聞出版社
    ハードな前職で燃え尽きた30代女性が、変わった職を渡り歩く短編集。単純なよ
　 うで深みがある仕事に真摯に向き合う彼女は、結末である決心をする。

「働き方で違う年金・保険・税金」
1月19日（火）

「これで大丈夫！就職活動のはじめ方」
1月20日（水）

「心も体もスッキリ！ぐっすり眠れる快眠セラピー」
２月２８日（日）

　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

サポーター募集中！

おすすめ図書


