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「紅翼と拓魂の記」西 みさき(西﨑キク)著 朗読ＣＤ全19巻 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当センターにて貸出し中

（朗読：男女共同参画アドバイザーの会 廣瀬弘子 協力：上里町立郷土資料館）

上里町男女共同参画推進センター前に、埼玉県ふるさと創造資金の
補助を受けて、郷土の偉人 西﨑キクの看板が設置されました。

日本最初の女性水上飛行士

郷土の偉人 西﨑キクの看板完成！
日本

郷
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上里町男女共同参画に関する意識調査より（平成25年実施）

性別役割分担意識

特 集
計画期間：平成26年度～平成30年度の５年間

第２次かみさと男女共同参画推進プラン
がスタート!!

　上里町では、男女が互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合いつつ、性別にかかわり
なく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会を実現するため、平成
22年１月「かみさと男女共同参画推進プラン」を策定し、男女共同参画に係る施策を総合的か
つ計画的に推進してきました。
　「かみさと男女共同参画推進プラン」計画期間終了にあたり、平成25年度には町民の皆様に対
して『男女共同参画に関する意識調査』を実施し、これまでの男女共同参画施策をふまえて、平
成26年12月「第２次かみさと男女共同参画推進プラン」を策定しました。

問. 「男は仕事、女は家庭」という考え方がありますが、
あなたはこの考え方に同感しますか。
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◆「同感する」と答えた人は11.3％で埼玉県全体
（17.6％）よりも低い結果となっています。「同感し
ない」と答えた人は55.1％で埼玉県全体（54.2％）
とほぼ同じ結果で最も多い割合となっています。「同
感しない」が「同感する」を大きく上回っていますが、
性別による固定的な役割分担に対する意識は依然とし
て残っています。このような性別役割分担意識や習
慣・しきたりなどの社会通念は、個人の能力を発揮す
る機会や自由に活躍できる機会を妨げている要因と
なっています。一人ひとりが自分の可能性にチャレン
ジでき、その個性と能力を十分発揮できるよう、性別
による固定的な役割分担意識の解消と社会における制
度や慣行の見直しが必要となっています。

【基本理念】
認め合い  ともに創り　支えあうまち  かみさと

　 男女共同参画社
会実現に向けた
意識づくり

① 男女共同参画に関する
意識啓発の推進
② 男女共同参画を育む男女
平等の教育、学習の推進
③あらゆる暴力の根絶

Ⅰ 　 あらゆる分野での
男女共同参画をす
すめる環境づくり

① 政策や方針の立案及び決
定過程への男女共同参画
② 男女の家庭生活と地域
活動との両立支援
③ 働く場における男女共
同参画の推進
④国際交流の促進

　Ⅱ 　 誰もが健やかで安心
して暮らせる男女共
同参画のまちづくり

① 生涯を通じた健康支援
の推進

② 安心して暮らせる生活
への支援

③ 地域社会における男女
共同参画の促進

　Ⅲ 　計画の推進
①推進体制の確立

　Ⅳ
【４つの重点目標】
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第11回ワープ上里フェスタにて、販売の様子（Ｈ26.９.15）

廃油・苛性ソーダ・水を入れてよくかき混ぜます。

乾燥したら型から取り出し、

ひとつひとつきれいに形を整えます。

よく混ぜたものをていねいに型に流し込みます。

よ～く乾燥させます。

≪上里町男女共同参画推進センター図書コーナー≫

上里町男女共同参画推進センター

　上里町男女共同参画推進センター事業活動推進委員会は、男女共同参画社会の実現をめざす、男女共同
参画推進センター（ウィズ・ユー上里）の事業を支援しながら、会独自の講座（こむぎっちエコせっけん
づくり・料理教室等）を開催し、その活動を通して相互援助の輪を広げ、一人ひとりの自己実現がしやす
いように支えあっていく団体です。また、町の花いっぱい運動にも参加し、センターの周りや花壇の除草
作業や季節の花の植栽もしています。 （会員数平成27年３月現在25名）

　センター事業活動推進委員会では、毎
年（平成26年は４月と９月）廃油から
せっけん作りをしています。児童館・公
民館・男女共同参画推進センターまつり
などで販売し、靴下の汚れなどがよく落
ちると好評で、いつも完売します。

／活動のひとつ／

こむ
ぎっ
ちエコせっけんができるまで…

きれいにラッピングしたら、できあがり！

➡ ➡

➡

➡

当センター図書コーナーから新着図書、新着DVDのご紹介をします。
DVDの貸し出しは行っておりませんが、当センターにてゆっくりとご覧いただけます。
貸出し図書とあわせてどうぞご利用ください。

「家族の悩みにおこ
たえしましょう」
（信田さよ子/著
朝日新聞出版）

臨床40年の経験を結晶させて、
ふだんのカウンセリングでは伝え
きれない著者の考えを、充分に知
ることができる貴重な一冊。

「にじいろガーデン」
（小川糸/著　
集英社　2014年）

ふたりの母とふたりの子ども。
偶然の出会いから生まれたタカシ
マ家。たくさんの喜びといくつも
の悲しみに彩られた、16年間の
軌跡。

「出版禁止」
（長江俊和/著
新潮社　2014年）

「心中事件」から７年がたち、ひ
とりのルポライターが生き残った
女性のインタビューに成功した。
しかし、そのルポは封印された。
いったい、なぜ？

「そして父になる」
（2013年９月劇場公開）
第66回カンヌ国際映画祭
審査員賞受賞　
出演者：福山雅治・他

新着DVD

息子を取り違えられた二つの家族。血の
つながりか、共に過ごした時間か。突き
つけられる慟哭。

事業活動推進委員会だより

新着図書
＆

新着ＤＶ
Ｄ
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　今回の特集は、第２次かみさと男女共同参画推進プランスタートという事で、基本理念のもとに
男女共同参画のご理解をと、そんな願いの記事となっております。
　この所の自然災害等、いつ何が起きるかわからないそんな時、尊重し合い、共に助け合いができ
たら良いなぁと思っております。事業活動推進委員会も微力ながら啓発活動をしてまいります。（M）

編集後記

　当日は50名募集のところ67名の参加が
あり、映像を交えてジェンダーという観
点からディズニー文化を考え、その中に
は結婚や女性の幸福に対する特有の考え
方が示されていること、社会に対するディ
ズニー文化の影響の大きさ、また、その
ジェンダー観も社会に対して大きな影響
を与えていることなどを話されました。
参加者からは「ディズニーの物語がこん
なに奥深いとは思わなかった」などの感
想もあり、有意義な講演会となりました。

　第１部は「子宮頸がんについて」と題し、池田レディースクリニッ
ク院長、池田誠氏から子宮頸がんの原因（HPV）についてや、HPV
に感染イコールがんというわけではないこと、ＨＰＶ感染から子宮頸
がんに至るまでの変化などの説明があり、20代、30代に一番多いが
んと言われてますが定期的な検診で予防できると話されました。
　第２部は「大腸がんについて」と題し、千田医院院長、千田俊哉氏
から大腸のしくみと大腸がんの原因を図で説明し、大腸がん検診への
不安感を取り除くため、検診の様子を映像で説明されました。第１部、
第２部ともに定期的な検診の大切さを話され、参加者から、「子宮頸が
んについての不安がなくなった」、「大腸がん検診の様子がわかってよ
かった」など、多くの声が寄せられました。

講師の豊田氏 講演の様子

教養講座　「ディズニー文化とジェンダー」
講師　豊田 由貴夫 氏　７月30日（水）開催　67名参加

第２部　講師　千田俊哉氏

がん予防教室　「子宮頸がんと大腸がんのお話」
 11月13日（木）開催　85名参加

第１部　講師　池田誠氏

上里町女性団体連絡協議会との共催講座報告

　上里町では、女性のための
悩み事相談・法律相談をおこ
なっています。ご利用下さい。

相談窓口 相談時間等 問合せ先・電話番号

上里町
女性のための総合相談

 要予約 

【女性相談員による悩み事相談】電話相談可
・毎月第１～第４水曜日13：00～16：00
　　第１・第３ ＊専門カウンセラー
　　第２・第４ ＊相談ボランティア
………＊祝日、年末年始、臨時休館日を除く………

【女性弁護士による法律相談】
・年４回10：00～12：00　
　　平成27年度（予定）
　　４/15、７/15、11/18、２/17

上里町男女共同参画推進センター
（ウィズ・ユー上里）
☎0495-35-1357
８：30～17：15

土日・祝日・年末年始を除く

With You さいたま 電話相談
・月～土　10：00～20：30
　＊祝日、第３木、年末年始、臨時休館日を除く

埼玉県男女共同参画推進センター
（With You さいたま）
☎048-600-3800

埼玉県配偶者暴力相談
支援センター

（DVに関する相談）

電話相談
・月～土　９：30～20：30
・日、祝　９：30～17：00(年末年始を除く)

埼玉県配偶者暴力相談　　　　　
　　　　　　　　　支援センター

☎048-863-6060

人間関係、家族、夫婦、DV
女性全般の相談

人間関係、家族、夫婦、DV
女性全般の相談

相談窓口
のご案内

…その悩み
　まずはご相談ください…

相談無料＊秘密厳守


