平成 29 年 12 月 20 日発行

92 号 地域開発みちの会

みちの会 だより
http://www.aichi.michinokai.cc

第 3 回全体会

発行責任者

森田 登喜子

10 月 17 日（火）13:30～15:30
東海市立文化センター1Ｆ 参加者 21 名

第1部
【報告】
１. ブロック活動

A ウィルあいちフェスタに向けて

B 議会傍聴からわが町を考える

C 地域の居場所作りと男女共同参画
２. プロジェクト事業報告

日本女性会議 2017 とまこまい

D 防災アンケート
10/13～15

2 名参加

みちの会調査隊 56/78 人回収
３. HP フェイスブックで更新
【議題】
１. 議員と語る会

テーマ：男女共同参画のまちづくり
話題提供：２件
グループ討議 市グループ

２. ウィルあいちフェスタ

町のグループに分ける

テーマ：井戸端会議Ⅲ 女性の力を地域に生かそう！

話題提供：3 件
グループ討議
３. フォーラム

趣旨：今年度テーマ『多様性を生きる～「らしさ」からの解放～』
に沿った女性の活躍を示す
企画：講演と映画 講師：中島美幸さん

映画：
「未来を花束にして」

映画:…未来を花束にして

第2部
「議員と語る会」に向けて
【話題提供】 ・男女共同参画とは

会員に聞いて貰いアドバイスを得る

・女性の視点での防災
【仮のグループで話し合い】会当日に、具体的な提言につながる方法を探る

東海市立文化センター（横須賀町）は使用料減免、駐車場無料なので
ここを使ってみました。 ソラトと思ってた方、慌てさせてごめんなさい。
今後もここを使うことがあるので開催場所をよく見てね！！
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第 19 回

議員と語る会

平成 29 年 10 月 30 日(月) 13：30～16：00
東海市立市民活動センター ソラト

テーマ：「男女共同参画のまちづくり」

みちの会会員出席者

32 名

25 名

議員出席者

✦話題提供 男女共同参画とは

大会議室

半田市

1名

阿久比町

1 名

常滑市

2名

東浦町

3 名

大府市

2名

南知多町

3 名

東海市

3名

美浜町

6 名

知多市

2名

武豊町

2 名

名古屋市

0名

美浜町行政

1 名

〈山本幸子〉

「女性の視点での防災」アンケート集計
〈D ブロック活動より 都築広子〉

昨年に続き２回目の
参加、まだまだ議員と語る会初心者です。
私の参加した第７グループは、阿久比町、南知多町、
美浜町、武豊町の議員さん４名と会員５名の計９名で
した。
地区の自主防災組織の実態を紹介しながら話し合いを
進めました。まだまだ、防災に関しても、地域のコミュニテ
ィ組織に関しても、男女共同参画が進んでいないところが多いようです。防災ボランティア・防災リ
ーダー養成講座などに参加して、知識を身につけることも必要
だと思いました。
B ブロック（南知多町・美浜町・武豊町）は、ここ３年間
議会傍聴を通して、男女共同参画について考えたり、各議会の
比較をしたりしてきました。要望を出し、改善された点もあり
ました。議会傍聴や議員と語る会などを通して、議員さんとの
関わりを深めているように感じます。
美浜町１２月議会では、議員と語る会に参加された議
員さんが、みちの会の防災アンケートを意識した一般質
問をされました。南知多町では、ご自身の広報紙に議員
と語る会に参加したことを載せられた議員さんもいま
した。他の市町ではどうだったでしょ
うか？
南知多町 和田佳代
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ウィルあいちフェスタ

「井戸端会議からの出発Ⅲ 女性の力を地域に生かそう！」を終えて
平成 29 年 11 月 18 日(土) 10:00~11:50

ウィルあいち 3F 大会議室

✦話題提供
・山中和子（ヒルズハウスセカンド経営）

起業

・石井久子（南粕谷ハウス事務局長）

地域・男女共同参画

・椿

男女共同参画の視点で防災・減災を考える自主グループ

佳代（エンジェルランプ）

話題提供をしていただく３会員には、早くから御承諾いただい
ていましたので安心していました。
議員さんについては、名古屋ブロックのメンバーで９月１１日
名古屋市会を傍聴して７５名の議員の方に各党別に出席のお願
いをお渡ししました。その日には、野端さんのおかげで、議長の
渡辺義郎さんと懇談することができました。
９月２１日には愛知県議会を傍聴して、４２名の名古屋市・知多５市５町選出の議員さんに各党別
にご案内をお渡ししました。参議院・衆議院議員さ
んについては、森田会長と一緒に議員事務所へご案
内を持って伺ってきました。時が悪く、９月に衆議
院が解散になり、１０月に総選挙となり、民進党の
分裂が重なって大変な混乱となってしまいました。
そのせいもあってかなかなか出席の返信がいただけ
なくて沈んだ気持ちでした。
今回は、議員さん・みちの会・一般の皆さんの参
加が少なく、盛り上がりが心配でしたが話題提供の方の話を中心に熱心に話し合いが行われて充実し
た会となりました。

参加議員(敬称省略)
参議院議員

薬師寺みちよ

名古屋市会議員

くれまつ順子
西山あさみ

常滑市会議員

高木善英
松本まもる

井上恭子

ご準備いただいたみちの会の皆様に、
心よりお礼申し上げます。
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あいち女性連携フォーラム主催

コロンえりか

わたしが歩いてきた道 ～「被爆のマリア」を歌う～ を聞いて
2017 年 11 月 18 日(土) 13：00～ ウィルあいち ホール

ソプラノ歌手・4 児の母・ベネズエラ大使夫人・美人・・・と天は 2 物も 3 物も与えるのですね！
マイクなしでのパワーのある美声からエネルギーをもらいました！！
第 2 部の講演では、エル・システマ(公的融資による音楽教育プログラム)の紹介。貧困層出身の子ど
もが演奏技術を身につけオーケストラ等に参加する事で、犯罪行為から回避するのを目的とするという
取り組みは日本ではない発想だと、とても興味深く聞きました。

都築広子

お知らせ
✤
✤

第４回全体会
新年会

H.30 年 2 月 2 日(金) 10：30～東海市立文化センター
同日

12：00～ 割烹 たかだ（東海市横須賀町四の割 7）
会費

4500 円

☎0569-32-0012

《みちの会お助けフリマ開催 値段を付けて持って来てください》

第３０回地域開発みちの会フォーラム

☆ 講演
愛知淑徳大学講師 中島美幸氏

多様性を生きる
～「らしさ」からの解放～

サフラジェット
～100 年前の女性たちの
思いを受けついで～

日時

２０１８年３月１０日（土）
１３：００～１５：３０

☆ 映画上映
『未来を花束にして』
原題（Suffragette）

（開場１２：３０）

会場

ウィルあいち３Ｆ 大会議室

上映時間 １０６分

100 年前に頑張った女性たちの努力は、今私たちの生活の中に生きています。
私たちも、
“未来の女性たちの、子どもたちの、あらゆる人々の平和で幸せないのちの永続”の
ために何ができるのか、一緒に考えましょう！

編集後記
今年度も３/４が過ぎ、議員と語る会・ウィルあいちフェスタと
大きい行事が２つ終わり運営委員一同チョット一息！
皆様、よいお年をお迎えください。
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