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男女共同参画表現コンテスト
絵 画 募 集

第2回
日時:７月３日（木）
１９：００〜２０：３０
場所:のっぽ交流スペース
センターの利用者、
登録団体、
まちづくりサポーター
などいろいろな立場の人が集まり、
気軽に情報を交換
する場として「のっぽ情報ひろば」を、
今年度は4回計
画しました。
第1回は、
4月12日（土）午前に開催しました。
「平日
の夜なら出られるのに…」というリクエストに応えて開
催したところ、
雨天の夜にも関わらず多くの方が参加
してくれました。
参加者は自己紹介を兼ね、
自分たちの活動をPRした
り、
イベント情報を提供したりしました。皆さん多様な分
野で活動しているので、
年代や経験もさまざまです。
話し合いの中では、
困りごとも出てきます。
イベントでザリガニ釣りをやると、
喜
んでくれるんだけど、
池にはザリガ
ニが多くても少なくても困るんです

今年の募集テーマは「家事場のパパヂカ
ラ」
（平成26年度内閣府男女共同参画
週間キャッチフレーズ）です。男性が女性
と共に家事・育児・介護・地域活動に関わ
りたくなるような絵画を募集します。
Ⓒ磐田市

応 募 要 項
応募規定

八つ切り画用紙で、
技法・画材は不問
※自作・未発表の作品。1人1作品に限る
応募方法 作品タイトル、
郵便番号、
住所、
氏名（ふ
りがな）、
年齢、
性別、
電話番号、
学校名・
学年（在学生のみ）を記入し、
持参また
は郵送でともりあへ
応募期限 平成26年９月13日（土）17時必着
対
象 市内在住、
在勤及び在学の方
表
彰 入賞者には表彰式、
賞品あり。応募者
全員に参加賞あり

子どもたちには、
生き物の生態や
環境について学ぶ場が大切だね

イベントでのステージ出演者が
いなくて困ってるんだ…
私が知っている○○グループに
聞いてみようか？
このように、
みんなで一緒に考えてみました。
今回も素敵な仲間の輪が広がりましたね。
今後の予定は
第３回 １０月２５日（土）
１０：００〜
第４回 平成２７年1月17日（土）です
あなたも「のっぽ情報ひろば」で一緒におしゃべりし
ませんか？ 新しい出会いが待っています。

ともりあ講演会のお知らせ

トーク＆コ
ろ」
ンサ ート
「ちひ

明るいほうへ〜金子みすゞの心を歌う〜（仮称）

詩を通して男女が尊重し合いながら生きる大切さを考えます。

日 時
場 所
定 員
入場料
対 象
その他

11月30日（日）午後１時30分〜４時
アミューズ豊田（ゆやホール）
先着300人
無料
どなたでも
講演会の前に男女共同参画表現コンテスト
の表彰式などを行います
申込み ９月25日（木）から
電話・
Ｆａｘ
・
Ｅメール・直接、
センターへ
※詳細は、
9月中旬にチラシ・ポスターでお知らせします。

編集・発行／〒438-8601 磐田市森岡150 市民活動センター のっぽ
TEL／FAX：0538-36-1890
E-mail:iwata-npo@za.tnc.ne.jp
磐田市豊田支所内 男女共同参画センター ともりあ TEL：0538-36-3161／FAX：36-3345 E-mail:danjo@city.iwata.lg.jp
協
力／磐田市 市民活動推進課 協働・共生社会推進グループ 〒438-8650 磐田市国府台3-1 TEL：0538-37-4710
印刷/株式会社 ケイ・アート
この広報紙は、ヤマハ発動機株式会社と紙面共有し作成しております。
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６月28日〜７月８日に中央図書館にて男女共同参画表現コン
テストの平成25年度の入賞作品などを展示しました。６月
29日には、ともりあ利用登録団体による活動が行われました。

利用登録団体の活動紹介
ともりあバルーンの会

ぶっく＆とーく

平成21年度メンズシニア講
座でバルーンアートを習った
ことから始まったボランティア
サークルです。メンバーの相
互交流とバルーンアートの練
習、公共の場やイベント等で
子供たちやお年寄りなどにも
バルーンアートをプレゼントし
ています。

社会には様々な考え方がある
ことを真摯に受容し、
様々な
方々の生き方がより豊かなも
のへ昇華するようなイメージ
を大切にしながら、子どもた
ちとその保護者の方に向け
て、
ご希望の有る時に絵本の
読み聞かせを行っています。

ともりあ朗読の会

ぬくもり

知ってください…被災者の手記
から聴こえてきた 真実の声
阪神・東日本大震災で被災した
女性たちがどんな困難に直面
したのかをともりあの講座にて
学びました。その思いを朗読を
通して多くの人々に伝えていき
たいとグループを立ち上げ活
動しています。

【ご興味のある方は

ともりあ

子どもの健康と環境を考える会
未来の子どもたちのために
素敵な地球を創りたい！そん
なママたちの集まりです。ナ
チュラルでシンプルな暮らし
方を提案中。
「気づいた人か
ら変わっていこう」を合言葉
に、
日常生活のママに出来る
環境改善に楽しく取り組んで
います。

までお問い合わせ下さい】

「パパぢからＵＰ講座」〜笑っているパパを目指そう〜
夫婦で協力しながら子育てしていくために、父親の育児参画・子育
て力アップをめざす「パパぢからＵＰ講座」を磐田北幼稚園で6月14日
（土）に開催しました。
講師に、ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン賛助会員の藤森新五
氏を迎えました。「絵本の読み聞かせ」を通して父親と子どもが関わ
る大切さや現役の父親としての経験談を交えながら、育児参画に関わ
ることの楽しさ、大切さを伝えました。

７分！
一日当たり1時間０

これ、何の数字か
分かりますか？

6歳児未満の子どもを持つ夫の家事・育児関連に費やす時間です！
総務省「社会生活基本調査」(平成23年)によると、6歳児未
満の子どもを持つ夫の家事・育児関連に費やす時間は一日当た
り1時間07分と他の先進国と比較して低水準にとどまりました。
子育て世代の男性の長時間労働や男性の育児休業取得といった
整備が課題となっています。
ともりあ
では、男性
も女性も家
事・育児に
積極的に関
われるよう
な情報を発
信していき
ます。

絵本の
紹介
おとうさんが
おとうさんになった日
作・絵：長野 ヒデ子

３人目の子どもを自宅出産で迎えた家族。
「お父さんはいつお父さんになったの？」と
聞かれて…。心があたたかくなる絵本です。
是非、お子さんと一緒に読んでみてください。
☆ ともりあ では図書、絵本、コミックなど
の貸し出しも行っています。
お一人様2冊まで2週間、借りることができます。
お気軽に ともりあ へお越しください。

「子育てする男性(メンズ)」の略語。単純に育児中の男性というよりはむしろ「育児休暇を申請
する」
「育児を趣味といってはばからない」など積極的に子育てを楽しみ、
自らも成長する男性を
【イクメン】ってなに？ 指す。実際には積極的に参加できていなくても、将来的にそうありたいと願う男性も含まれる。

♪男女共同参画語録♪
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男女共同参画
社会づくり宣言事業所
・遠州中央農業協同組合
・西遠ゴム工業株式会社
・社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
・株式会社 特殊電気
・磐田さぎさか工業団地協同組合
・株式会社 ロック・フィールド静岡ファクトリー
・日東工業株式会社 磐田工場
・磐田信用金庫

磐田市には宣言事業所・団体が24件あります。
静岡県全体では、1,100件の事業所が宣言をしています。
（平成26年7月1日現在）
静岡県で実施している、男女共同参画社会に取り組む事業所・団体を
応援するための事業です。従業員の子育てや介護、個性と能力の発揮、
仕事と生活の調和など、男女共同参画社会づくり推進を積極的に取り
組むことを宣言した事業所・団体を県が登録し、ホームページや広報
誌を使って広くＰＲしています。

・磐田市商工会 福田支所
・磐田市商工会 豊田支所
・磐田市商工会 竜洋支所
・栄ゴム工業株式会社
Ⓒ磐田市
・西田工業株式会社
・社会福祉法人 染葉会 豊田みなみ保育園
・磐田商工会議所
・株式会社 スカイ

・社会福祉法人 長生会
・ワールド・カフェwithしずおか
・株式会社イトー
・株式会社 鈴恭組
・特別養護老人ホーム西貝の郷
・インターブレイン税理士法人
・平野建設株式会社
・株式会社 堀内土木
平成26年7月1日現在宣言順

磐田市内「男女共同参画社会づくり宣言事業所」紹介
インターブレイン税理士法人
インターブレイン税理士法人は、経営理
念でもある「全てはお客様の未来のために」
をモットーに、
お客様の事業経営のお手伝い
をさせていただいています。所属するスタッ
フのうち半数以上が女性ですが、税務知識の取得や会計処理スキル
向上のため、研修や試験に積極的に参加しています。また、女性スタッ
フの多くが ママ です。産休・育休を終え、復帰したスタッフも活躍し
ています。スキルアップの支援と、有給をはじめとする各種休暇の取得
を促進し、
ワーク・ライフ・バランスがとれるよう、事務所スタッフ全員が
全員をサポートできる職場環境を整えています。

誰かのためには、すべての人のためになる
第一監査部 監査担当 萩田好美さん

入社するまで、
全く違う職種に携わ
っており、
「会計事務所」というものを
ほとんど理解しないまま仕事がスタ
ートしました。
初めての職場、
初めての仕事で、
全く不安がなかったといえば
ウソになりますが、
「しっかりと勉強をさせてもらえる」という会社
からのバックアップや「失敗してもいい。とにかく行動を」という所
長の言葉があり、
やる気と期待で胸がいっぱいでした。その言葉
通り、
いろんな勉強･研修に参加し、
新しいことも次々と経験させ
ていただき、
とても充実した日々を送ることができています。
まだ経験が浅いので、
必ず所長がすぐ対処をできるところにい
てくれ、
とても安心をしながら挑戦をすることができています。
そんな所長のお役に立てる日が１日も早く来て、
迅速かつ正確
な業務ができるように日々邁進していきたいです。
また、
関与先に
は一人で訪問をすることがありますので、
何かあればすぐに相談
していただけるような巡回監査士になりたいと思います。
そうすることで、
お客様には早く正確な月次、
決算、
申告内容を
お伝えすることができ、
経営状況を早期に把握していただけるこ
とができると思います。
それによって、
関与先の企業、
企業に関わる従業員やその家族、
すべての人、
社会にまでも貢献できると思います。

平野建設株式会社
平野建設株式会社は磐田市
国府台にて50年にわたり、皆さ
んの毎日の生活に欠かせない下
水道、河川、橋、道路、公共施設
などの公共工事や宅地造成、工
場・店舗・病院建築などの民間工事を主に行っている総合建
設会社です。
家の修理や外構工事なども行っていますので、
お気軽にお
問い合わせください。

ワーク・ライフ・バランスの実現を目指しています
高田友美さん
（写真後列中央）

従 来 、わが
社で働く女性
社 員は、結 婚
や親の介護が
必要となった
のを機に退社
する者がほと
んどでした。
しかし、
平成２２年４月に導入した時間単位での有給
取得制度や、
平成２５年６月に制定した育児・介護休業
規則や短時間正社員制度を社員が活用するようになり、
ここ何年かで結婚後も働く者や出産を経て職場復帰し、
子供が幼いうちは短時間にて勤務する者など、
継続し
て勤務する女性社員が増えてきました。
また、
男性社員も親の介護のために介護休暇を取得
するなど、
会社内でのワーク・ライフ・バランスの実現が
進みつつあると感じています。働きやすい職場をつくり、
より活気ある会社となることで、
お客様の満足につなが
る仕事が今以上にできるように、
さらなるワーク・ライフ・
バランスの実現を目指していきたいと思います。
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H26年度 みんなの活動応援講座 会議ファシリテーション初級講座

！ みんな満足！ 楽しい会議の進め方
会議のプロに学ぶ！
第1回

7月19日（土）13：30〜16：30 のっぽ交流スペース 講師：会議ファシリテーター普及協会 副代表 小野寺郷子氏

Part.1

今までの会議を「楽しい」会議に変えていこう！

ファシリテーションとは、
参加者の主体性と可能性を引き出し、
相互作用を高める技術で、
会議ファシリテーターとは合意形成型
会議の進行役です。今回はグループワークをとおして、
参加型会
議とはどのようなものかを学びました。
まずは、
自己紹介やアイスブレイクで雰囲気作りからスタート。

◆「理想の会議」の３つの条件は？
１．楽しい
楽しい雰囲気作りも
講師の
２．意見を聴き合う
小野寺郷子 氏
大切です
３．時間を守る
議長 との違いは、
中立の立場でグループの力を引き出していくことであり、
全員が発言するように支援することです。
議長 とは、
自分で決めて指示を出す人のことですが、会議ファシリテーター は、
「皆さん、
どうしましょう？」と＜場に
問う＞ことが重要になります。
初めて会う人同士でグループワークをしましたが、
和やかな雰囲気の中、
笑い声が絶えませんでした。

◆参加者の感想より
○遊び心の大切さや新しい考え方が学べて良かった
○全員参加型を身近な地域の中での話し合いの場で活かしていきたい
○いろいろな経験、
年齢の方の意見も参考になった
○会議ファシリテーターになるにはスキルが必要だと思った

次回

めのテクニック公開〜は、
Part.2 〜「楽しい」会議にするた
待ください!!
（土）13:30〜16:30です。ご期
８/９

＊やってみよう 地域づくり・まちづくり＊
昨年度のステップ１では、地域の困りごとを見つ
け、それを自分たちで何ができるかを考えました。
次にステップ２では、一緒に困りごとを解決して
いく仲間探しでした。
そして、ステップ３では、仲間と一緒に活動して
いく内容について考えてみましょう。
ステップ3

みんなで
グループワーク

Vol.5 使ってみよう「協働の手引き」

「協働の手引き」は、市民
活 動 推 進 課・市 民 活 動セ
ンターにあります。
協 働 のまちづくりをすす
めていく窓口ですので、
お
気軽にご相談ください。

パートナーと活動内容を相談しよう！

協働のパートナー（相手）は、
任意団体やＮＰＯ法人、
行政、
事業者などです。組織と組織との連携・共同の事
業活動になっていきますので、
そのルールを意識しながら、
話し合っていきましょう。
◎それぞれの立場や組織等の特性を理解し、
尊重しましょう
◎対等な立場で相談しましょう
◎活動する目的や目標を共有しましょう
◎お互いの良いところや苦手なところなどを確認しながら、
役割を分担しましょう
◎活動に必要な情報は共有し、
公開していきましょう
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市民活動センター

利用登録団体
の
活動紹介

くう

井戸端「空」
〜駄菓子屋さん〜

わぁ〜！懐かしい〜
みんなおいでよ

ＮＰＯ法人 ふくでハッピーハンズ
ふく

や

多種多様な活動・事業を行っている中で、
誰もが参加しやすい場である「福の家」を紹介します。
茶のみ会、
カラオケ会、
フリーマーケットなど地域の子どもからお年寄りのためのフリースペースです。
豊富なマンガ本や単行本の中で、
ゆったりくつろぎ、
お茶を飲みながら年配者の方々はおしゃべりに
くう
花が咲いていました。井戸端「空」ではお好み焼きや焼きそばなどを注文するとすぐ調理してくれるの
で、
その匂いに誘われます。子どもたちが立ち寄る駄菓子屋さんは、
懐かしい昔が思い出されました。
また、
交流イベント
「手話でうたおう！」
「積み木であそぼう」など誰で
も参加できます。これらの事業は利用者や参加者の願いや要望から生 ゆったりくつろげる
空間です
まれたものだそうです。
（取材）
くう
ふく
や
●井戸端「空」
「福の家」
住所：磐田市福田３５１１ ☎0538-５５-0538
設 立／平成16年
目 的／子どもからお年寄りまで障がいがある人もない人も世代を超えて、
一緒に交流
事業や余暇支援活動を楽しみながらの居場所づくりと就労支援の場づくり。
会 員／180名
代 表／菅原 耕司
連絡先／磐田市蛭池４８２−１ TEL:0538-55-0348

ふく

や

フリースペース「福の家
」
〜カラオケ会・茶のみ会
〜

いわた子育てネット わわわ
「いわた子育てネットわわわ」は、
子育て真っ最中の7人のママたちで活動しています。
主な活動は2つ。

来年も開催しますので、
家族そろって
遊びに来てくださいね！

①「いわた子育て情報誌わわわ」の編集
子育て支援課と一緒にワイワイ、
ガヤガヤ取材や原稿作りをしています。
この冊子は、
ママ目線で情報を集め、
0〜2才の子どもを持つママに役立つ内容をぎ
っしりつめました。出生届けを出した時に、
もれなくプレゼント！子育て支援センターな
どにも置いてあるので、
どうぞ手に取ってご覧くださいね。 毎年、
内容を更新して今年
で8回目の発行になりました。
②「わっしょいフェスタ」の開催
乳幼児から小学生低学年の子どもがいる家族を対象にしたイベントです。
今年は6/28（土）に6回目をリフレU（福田健康福祉会館）で開催しました。バルーン
ショーや人形劇、
楽しい工作やおにぎり作り、
わくわくフリーマーケット、
そしてベビーマ
ッサージやママのために癒しのハンドマッサージも用意して、
たくさんの親子に楽しん
でもらいました。

お知らせ

設立年度：平成18年 会員数：7人
代表者：熊岡孝子
ブログ：http://wawawakosodate.hamazo.tv/
連絡先：wawawakosodate@yahoo,co,jp

TEL／FAX 0538-36-1890
E-mail : iwata-npo@za.tnc.ne.jp

1 みんなの活動応援講座

会議ファシリテーション初級講座
Part.2「楽しい」会議にするためのテクニック公開

日
場
講

わっしょいフェスタの様子

時：平成26年 8月 9日（土） 13：30〜16：30
所：磐田市役所 豊田支所 2F 大会議室
師：会議ファシリテーター普及協会
副代表 小野寺郷子氏
参加費：無料
定 員：15名（先着順）
対 象：市内で活動しているNPO法人、団体、
Ⓒ磐田市
グループのメンバー

2 市民活動フェスタ2015

開催日：平成27年 3月 22日（日）
会 場：文化振興センター ２F 大会議室

3 市民活動・NPOに関する相談
団体設立や運営に関する相談を
受け付けています。

4 市民活動・NPO出前講座

市民活動やNPOに関する講座を開催。
ご相談に応じます。

その他の情報はセンターのホームページをご覧ください

磐田市市民活動センター

検索
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