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H27年度 みんなの活動応援講座
会議ファシリテーション中級講座

会議のプロに学ぶ！
！みんな満足！
楽しい会議の進め方
6月6日（土） 13：30〜16：30 豊田支所2Ｆ大会議室
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

昨年度は、
2回に分けて初級講座を行いま
した。受講者から「自分の枠や殻をやぶるこ
とができた」
「新しい考え方をたくさん発見
でき、
良い刺激になった」
「もっと深く学びた
い」という感想が多く寄せられたため、
今年
度は中級講座を開催しました。
梅雨入りに合わせて
雨だれオーナメント

和やかな雰囲気の講座風景
天井には「希望の虹」をイメージした装飾

今回の学びでは、
コミュニケーションスキルの向上をめざして、
他者とうちとけるためのテクニックや苦手な人との付き合い方、
そしてモチベーションを上げる議題や参加者が発言しやすくな
るテーマの付け方について学びました。

s チャレンジ!!～
～Let’

ここでは、
苦手な人との
付き合い方を紹介します。
どうぞ、
皆さんの日常生
活にお役立てください。

1. 相手の顔（目や鼻）を見て話す
2.「苦手」「嫌い」と決めつけない
3.相手を変えようとしない
〈基本〉
4.苦手な理由を考えない
避けない、
5.自分から先に挨拶する
でも無理はしない！
6. 相手の名前を呼ぶ
7.すぐに誉める（持ち物、表情、服装など）
※「できそう」と感じたこと
8.ありのまま付き合う

から、
試してみませんか。

参加者からは、
「コミュニケーション能力が高まった気がする」
「誉めのテクニックを私生活&仕事で実践してみたい」
「これか
らの会議の運営や仲間づくりに役立てたい」という感想が寄せ
られました。
また、
講師からは、
「昨年からの連続講座で、
受講者の様子が
確実に明るく変化していることを感じ、
私も本当に楽しく研修を
実施することができました」とコメントをいただきました。

第19号

男女共同参画
表現コンテスト

絵画
募集中!!

今年の募集テーマは「家族の
約束事やいつの間にかできた
我が家のルールなどを絵にして
ください」です。
みなさんのお宅の約束事、
た
とえば子どもの学校行事への
参加や、
お家の中でのお父さん・
お母さんの役割などを話し合っ
て絵で表現してください。

応

募

要

平成26年度
最優秀賞作品
「お互いを大切に」

項

応募方法／応募用紙に必要事項を記入の上、
ともりあ宛に郵送または持参
応募規定／自作の未発表作品で、
一人１作品に限る
八つ切り画用紙で、
技法・画材は自由
応募期限／平成27年９月12日（土）17時必着
対
象／市内在住、
在勤または在学の方
表
彰／入賞者には表彰状と
記念品の授与
応募者全員に
参加賞あり
Ⓒ磐田市

ともりあ講演会のお知らせ

漫才師 林家カレー子の男女共同参画笑劇場

「男と女の勘違い
〜すれ違いの分析〜」
(仮称)

日 時／平成27年12月13日(日) 午後1時30分〜4時
場 所／ワークピア磐田 多目的ホール
（磐田市見付2989番地3）

定 員／先着247名
入場料／無料
対 象／どなたでも
その他／講演会の前に男女共同参画表現コンテストの
表彰式を行います
お申込み／電話、
FAX、
Eメール
※詳細は9月中旬以降にチラシ・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。

市民活動センター のっぽ

ＮＰＯ法人制度説明会開催
6月19日（金）

19：00〜20：30

豊田支所2Ｆ大会議室

磐田市主催によるＮＰＯ法人制度説明会が開催され、市内のＮＰＯ関係者が
多く参加されました。磐田市では、今年度より市内のみに事務所を置く特定非
営利活動法人（ＮＰＯ法人）の認証事務等に関する権限の移譲を静岡県から
受けました。ＮＰＯ法に関する事務は市民活動推進課が担当します。
ＮＰＯ法人の設立や事務等に関する質問は、市民活動推進課または【のっぽ】
までお問い合わせください。

Facebook ページができました
https://www.facebook.com/iwata.noppo
磐田市市民活動センターの講座、助成金、出来事などを情報発信して
いきますので、みなさんぜひ「いいね」や「シェア」をお願いします。

平成27年度

のっぽ情報ひろば
開催
第1回

４月11日（土）

１３：３０〜１５：３０

会場：のっぽ交流スペース
「情報ひろば」は、市民活動団体やセンターを利用する人など、どなた
でも参加できる交流と情報交換の場です。春・夏・秋・冬の年4回開催
しています。

〈情報提供

14団体〉

開催2年目になり、お互い顔見知りにもなってきました。アイスブレイクを取り入れながら進
めたので、たいへん和やかな雰囲気でした。
参加してくださった方々は、持参したチラシ等を配布しながらそれぞれに自分たちの活動を
楽しそうに紹介していました。今之浦川の環境整備の話、
「見付宿たのしい文化展」や「わっ
しょいフェスタ」などのイベント紹介、
「子どもに関する相談」・・・など。
市民活動推進課担当者から、今年度からＮＰＯ法人の認証事務が磐田市でできることを伝え
てくれましたので、
「なぜＮＰＯにするの？」「メリット、デメリットは?」などの質問も出ました。
休憩時間には、
「磐田ゆ・びプロジェクト」による健康吹き矢の体験に挑戦、楽しいひととき
でした。

第2回
フレッシュハーブで
ハーブティづくり

和やかな楽しい雰囲気で
2

７月４日（土）

健康吹き矢でお元気に

１３：３０〜１５：３０ 〈情報提供 ９団体〉

今回は少人数での開催となったので、各団体の活動紹介は詳しく丁寧にできました。
「子ども生け花教室」の開催、動物の保護の話、被災地の朗読活動、大池のイベントでのお試
しトイレの話、コンサートや寄席の紹介など、フリートークでは、いろいろな話題で盛り上がり
ました。参加者からもらったヒントやアイデアを、これからの活動に活かしていけるといいです
ね。
休憩時間は、
「ともりあ朗読の会ぬくもり」の中野さんがフレッシュハーブをたくさん用意し
てくれたので、効果を聞きながら、ハーブティの味わいを楽しむリラックスタイムとなりました。
のっぽ情報ひろば を活用して、団体同士がつながり、それぞれの活動の輪がさらに広がっ
て、充実した活動内容になっていくことを期待しています。

平成27年8月1日発行

利用登録団体の活動紹介
特定非営利活動法人
プロジェクト7・甦れ七重塔

「語り部派遣事業」では、市内の中学1年生（10校）を対象に遠江国分寺
に関する話をし、磐田の古の歴史に触れることにより、現代社会の中での
自分たちのあり方や生き方について考えてもらえるよう語りかけています。
「講演会」は毎年、身近な研究者・有識者や著名な社寺の禰宜・住職を
講師に招き、開催しています。普段ではなかなか聞く機会がないような内
容のため、さまざまな視点で遠江国分寺の歴史を学ぶことができます。
「史跡公園保護事業」では、公園内の清掃活動や草刈作業、史跡見学者
への説明や案内をしています。
「国分寺まつりIN遠江」を開催している実行委員会の共催団体にもなっ
ています。6月13日（土）に開催した今年
の国分寺まつりは、特に 合併10周年記
念事業 として、午前の部は「雅」をテーマ
に、京都無形文化財「京都蹴鞠保存会」
による実演や森町から「天宮神社十二段
舞楽」と「小國神社十二段舞楽」の奉納舞
国分寺まつりでの蹴鞠
が演じられました。
ね

語り部派遣事業
設立／平成22年
目的／千年余の歴 史の象徴である遠 江国分寺の意義
や重要性を周知啓発し、国分寺建立に託した願
いや心の豊かさを現代に甦らせるとともに、磐
田市の魅力発信と市民の誇りを高める。
会員／133名
代表／大橋 芳隆
連絡先／磐田市源平新田51 TEL0538-32-9171

見付宿を考える会

「5月ごろ、見付の中川にこいのぼりが250匹も泳ぐと壮観ですよ・・・」
15年前、魚がいる川にしたいという思いから、河床の水路づくりに関わ
ったことなどを思い出しながら、会長の寺田さんは懐かしそうに話してく
れました。
「見付は町並みが整備され、宿場町らしく少しずつ変化している
んですよ。伝統を守りながら新しい感覚を取り入れ、パワースポットへ若者
が多く訪れるようになってきたお寺もあります。」
こ と ぶ き いち
11月には見付の三寺（西光寺、玄妙寺、宣光寺）の境内で『古都富喜市』
と名付けて、昔の縁日を再現して賑わいづくりにも取り組んでいるとのこと
でした。
（取材）

見付中川のこいのぼり
設立／平成8年
目的／見付地区の伝統・文化も近年はその面影も薄れ、
その性格を大きく変えつつある。もう一度考え
直し、見付宿の今後のあるべき姿を考える。
活動内容／
①毎年4月「見付宿たのしい文化展」
②年1回、他の宿場の見学旅行
③見付地区の寺院の祭りに参加
④情報紙「東海道見付宿」を発行
会員／26人 E-mail/mitukeise@yahoo.co.jp
会長／寺田 伊勢男
連絡先／磐田市見付5054
TEL/0538-32-8598 FAX/0538-32-8481

お知らせ

ぎ

「第28回東海道シンポジウム見附宿大会」開催
東京から大阪までの東海道５７宿に関わる人が集り「家康と見付宿・磐
田」と題して講演。遠来の人達と見付宿の歴史や文化について語り合い、磐
田の良さを感じて帰って欲しい。また、自分の町を
再確認するチャンスだと紹介してくれました。
９月５日（土）シンポジウム
第１部 会場：ワークピア磐田 10：00〜16：30
第２部 宿場交流会：磐田グランドホテル 18：00〜
９月６日（日）見付宿など市内散策 9：00〜

お問い合わせ・お申込みは、磐田市市民活動センターへ

１、みんなの活動応援講座
「楽しいまちづくり・仕掛け人」
開催日：Part.1 10月 31日（土） 13:00〜16：30
Part.2 11月 28日（土） 13:00〜16：30
会 場：豊田支所2Ｆ大会議室

見付宿場町ツアー

TEL/FAX0538-36-1890
E-mail:iwata-npo@za.tnc.ne.jp

２、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。
３、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
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男女共同参画センター ともりあ

男女雇用機会均等法の改正から１年を経て
改正「男女雇用機会均等法施行規則」等が平成26年7月に施行されてから約１年が経過しました。

改 正 の ポ イント
1、
「間接差別」の対象範囲の拡大
すべての労働者の募集・採用、昇進、職種の変更
に当たって、合理的な理由なく、転勤要件を設ける
ことは、間接差別として禁止
2、配置、昇進等における性別を理由とする差別の禁止
男性労働者のみ又は女性労働者のみ結婚してい
ることを理由として職種の変更や定年の定めにつ
いて男女で異なる取扱いをすることを禁止

男女共同参画週間

3、コース等別雇用管理
「コース等で区分した雇用管理についての留意事
項」（局長通達）を、より明確な記述とした「コー
ス等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主
が留意すべき事項に関する指針」
（告示）を制定
4、セクシュアルハラスメント対策
セクシュアルハラスメントの予防・事後対応の徹
底の観点から、職場におけるセクシュアルハラスメ
ントには、同性に対するものも含まれるものであ
ることを明示する等、セクシュアルハラスメントに
関する指針を見直し

関 連 イ ベ ン ト

男女共同参画週間（6月23日から29日）にあわせて
関連した取り組みを ともりあ で行いました。

①中央図書館でともりあ絵画作品展＆登録団体によるワークショップを開催
6月20日から7月5日にかけて、磐田市立中央図書館にて男
女共同参画表現コンテストの平成26年度の入賞作品と応募
作品、男女共同参画社会啓発パネル、ともりあ登録団体の活
動紹介パネルなどを展示しました。6月28日にはともりあ登
録団体によるワークショップを行い、図書館を訪れた皆様に
楽しんでもらうことができました。

ワークショップ
・ともりあ朗読の会 ぬくもりによる朗読
「大震災―被災地からの声」
・子どもの健康と環境を考える会による人形劇
「お日さまと仲良し」＆UVビーズクラフト
・ともりあバルーンの会による
バルーンアート制作実演＆プレゼント

展示風景

ともりあ朗読の会 ぬくもり

子どもの健
康と環

境を考える
会

ともりあバルーンの会

②県内の公共図書館と男女共同参画関連施設による協働企画「男女共同参画おすすめBOOK100」に参加
ともりあ

4

福田図書館

静岡県内の公共図書館と男女共同参画関連施設が連携・実施した
協働企画展にともりあも参加しました。
県内に7つある男女共同参画関連施設の図書・情報コーナーの職員
が選んだよりすぐりの100冊からピックアップした本
を、県内約20カ所の公共図書館及び男女共同参画関
連施設で展示と貸出しを行いました。磐田市でも5カ
所の図書館で特集コーナーの設置やポスターの掲示
をしてもらい、市民の皆さんに男女共同参画に関連
した書籍を手に取っていただくことができました。

平成27年8月1日発行

応援し

男女共同参画社会
づくり宣言事業とは？

す！
ま

男女共同参画社会づくり宣言事業所
宣言するには
どうしたらいい？

●この宣言の趣旨に沿うものであればどんなに小さ
●静岡県で実施している、男女共同参画社会づくりに取り組む事
な取り組みでもよいので、取り組み内容を「宣言
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、
届出書」に記入し、県に提出してください。この
個性と能力の発揮、仕事と生活の調和など、男女共同参画の推
宣言届出書の様式は県のホームページからダウン
進に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
ロードできます。
し、ホームページや広報紙を用いて広くPRしています。

磐田市内には平成27年7月6日時点で28の宣言事業所があります。
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
磐田市商工会 福田支所
磐田信用金庫
磐田市商工会

磐田市商工会 竜洋支所
栄ゴム工業株式会社
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
静岡トヨペット株式会社 磐田店
石川建設株式会社
特定非営利活動法人サンサンいわた
すずかけヘルスケアホスピタル

「男女共同参画社会づくり宣言事業所」紹介

Report
TO
M
O

特定非営利活動法人サンサンいわた

平成26年12月に宣言された「特定非営利活動法人サンサンいわた」の法人本部・
サンサンいわた東原を訪問し、施設長の三輪浜子さんにお話を伺いました。

Q：育児・介護休業者への支援、育児休業後の職場復帰支援など男女共同参画社
会づくりに取り組まれるようなった経緯をお聞かせください。
実は、男女共同参画社会づくりを進めようと思ってこうした制度を作った
のではなく、職員が働きやすい職場にするため少しずつ取り組んできたら今
の形になったというのが正直なところです。
当法人は職員の７割以上が女性で、現在育児休暇中の職員が１名、短時間
勤務の職員が１名おります。妊娠・出産を経て育児期間にある職員も介護が
必要な家族がいる職員にも安心して勤務できる環境を整備することは事業
展開の上でも重要なことです。施設の利用者である障がいのある方々が必要
とする支援・サービスを恒常的に提供するために、事業の基盤となる人材を大
切に考えています。
Q：今後さらに拡充していきたいことはございますか？
利用者の年代は幼児から中高年までと幅広いことからライフステージに応
じた支援が求められ、めまぐるしく変化する社会環境に対応する資質・能力
も今後ますます必要になります。職員一人ひとりが持っている個性・能力を発
揮できた結果が利用者への質の高いケア・支援につながるような働き方がで
きる仕組みをつくっていきたいですね。
ワーク・ライフ・バランスの実現に向けての取り組みに終わりはないと思い
ますので、次のステップで何が本当に必要なのかを考えながら、法人としての
成長を目指してまいります。

宣言内容
・育児・介護休業者への支援
・育児休業後の職場復帰の支援
設立／平成21年
基本理念／
やさしくささえあう明るいみんなの わ
事業概要／
障がいのある方々の就労の場・基本的な生活習慣
を身につける場の提供および支援を行う。
「サン
サンいわた東原」
「サンサンいわた東原（喫茶ペ
ンギン）
「サンサンいわた（あゆみ）」
「サンサン
いわた（くすの木）」
「相談支援事業所 ほほえみ」
「障害児通所支援事業所サンサン・キッズ」
「障害
児放課後児童クラブ キッズ・キャッスル」の７事
業所を運営。
ホームページ／http://www.sansan-iwata.jp

施設外観

職員研修の様子
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