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96 号 地域開発みちの会

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

第 20 回

発行責任者

議員と語る会

中村

都筑

恵美子

修見

テーマ：やさしいまちづくり ～これからの福祉、介護について～
日

時：平成 30 年 10 月 29 日（月）13：30～16：00 （受付 13：00～）

会

場：美浜町保健センター ３F 集団指導室

参加者：80 名

＜議員 30 名、一般 23 名（含む学生 5 名）
、会員 27 名＞

地域開発みちの会発足の年（昭和 62 年）に始まった「議員と語る会」も、20 回目を数えることになりま
した。30 年度の活動テーマ『次世代につなぐ

～気づきから行動へ～』のもと、今年の話し合いテーマを決

め、議員さんはもちろんのこと若い世代や福祉に関わる方たちにも広く参加を呼びかけ、大勢の方に参加い
ただいて開催しました。
はじめに、パワポ資料「やさしいまちづくり

～これからの福祉、介護について～」や配布資料①、②、③

で話題提供（発表：武豊町 椴山 真美）をし、そのあと 8 グループに分かれて、意見交換をしました。様々
な課題や諸問題がある中、私たちはどのように考え、行動するとよいのか、また、地域でつなぎ合えること
はあるのか、どのような取り組みができるのかなど、年代や立場を越えて考えや意見が出され、活発な話し
合いができました。直接、顔を見て話したり、耳を傾けたりしての話し合いは、充実した、意義ある場と機
会になりました。グループ発表やアンケートの声からも、その様子がよく伝わるほどでした。
【参加者の声】
・自分たち学生は座学が多く、
「実際のところ、外に出て何かをする」と
いうことは少ないので、こうした生の声と言ったら変かもしれないが、
参加できたことはとても刺激になったと思った。
今後、地域で活動していくので、今回の学習を活かしていこうと思う。
（男子学生）
・資料がとても充実していたこと、いろんな世代、立場の皆さんと
意見交換ができ、本当に有意義な機会でした。
私自身にとっても、地域にとっても、大切なことばかりでした。
大変学び深かったです。良い機会をありがとうございました。
（NPO 法人

50~60 歳代 女性職員）
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議員と語る会に参加して

毎回貴会の「議員と語る会」に参加させ

この度は「議員と語る会」にお招きいた

ていただいています。今回は、誰もがいつ

だき、ありがとうございました。日頃、大

かは関わることになるであろう、介護がテ

学でふくしを学んでいる私にとって地域

ーマでした。グループ討論の席で私の亡き

の方々とふくしについて話す機会はとて

父を、自宅にて家族全員でチームを組んで

も貴重な体験となりました。実際に参加者

介護したお話をさせていただきました。幸

の皆さんと話し合うことで、自分が学んで

い妻が看護師ですので、私としては大変心

いるふくしが地域の方々にどこまで浸透

強かったですが、これからは地域全体で支

しているのか、ふくしをどのように解釈し

え合える社会を構築していくべきだと感

ているのか、など生の声を聞くことで地域

じました。このような機会を設けていただ

福祉への学びが深まりました。今回の学び

き、ありがとうございました。
（町会議員）

を今後の学校生活や研究活動等に活かし
ていきたいと思います。（大学生）

井戸端会議からの出発 Part4

子どもの貧困～私たちの周りでは

阪野信子

11 月 17 日(土)10 時～11 時 50 分 ウィルあいちフェスタに名古屋ブロック企画で、表題の会をセミナー
ルーム 5 で開催しました。出席は、議員さん 6 名・一般の方 4 名・会員 17 名で、合計 27 名。始めに会員
二人の話題提供があり、あと 4 グループのディスカッションを行い、話し合いの内容の発表、議員さんの感
想・意見を伺いました。また、金城学院大学の学生さんの見学もありました。
話題提供⓵ 愛知子ども調査から

鈴木多恵子さん

名古屋ブロックの今年度の学習を発表。子どもの絶対的貧困と相対的貧困の説明、愛知県が平成 28 年に小
中学校を通じて調査した愛知子ども調査概要版より説明。無料学習塾、子ども食堂への参加意向は年齢が低
いほど高いという内容でした。すぐそばにある子どもの貧困に気づき、知って理解することが必要。
話題提供②あったかクラブの経験から

大嵜暁美さん

子ども食堂と無償学習支援「あったかクラブ」について紹介。
美浜町にはあったかネットワークがあり、現状として一人で夕食
を食べる子どもが増えている、学力の格差があるなどを支援する
ため、食べて、しゃべって、勉強してと地域のだんらんの場とし
てのあったかクラブを始めた。
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4 グループの話し合いの発表のあと、議員さんの意見・感想として、
〇まず相談に来てほしい、市会議員、県会議員、国会議員とたてのつながりがある。
〇名古屋市では子ども親支援の予算がある。
〇貧困になってから援助するのではなく貧困にならない政策が望ましいなど。
〇地域に接する機会をもっと増やしていきたい。
アンケートからは、
〇話し合いの時間が短かった。
〇議員さんが参加される良さがあった。
〇子どもを支援するには母親への支援が欠かせない
等の意見がありました。

「あいち女性連携フォーラム 2018」報告

森田登喜子

11 月 17 日（土）ウィルあいちフェスタに際し、あいち女性連携フォーラム＊がチャリティイベントを開
催し、「金城学院大学ハンドベルクワイア」演奏と映画「校庭に東風吹いて」をお楽しみいただきました。
多くの方々の参加協力を得て、福島浜通り桜プロジェクトに 5 万円、中日新聞社会事業団に 19 万 5 千円余
の寄付をすることができました。
当日参加された男性からステキな感想文をいただきました。
Kinjo Gakuin Handbell Choir の生演奏は私には初体験。
数十人で音程ごとに違ったベルを指揮者に従い一人一人が鳴らすと
美しいメロディーがホールに満ち、楽しい楽しい時を過ごしました。
幸せな気持ちが今も沸いて参ります。
ハンドベルの起源につて、いくつかの教会に吊るされた音色違う
大きな鐘（チャーチ・ベル）を鳴らすタイミングを調整し、

金城学院大学ハンドベルクワイア

調和のとれた音が流れるように工夫したことにあると解説があり、
ハンドベルの歴史も今回学びました。
映画「校庭に東風吹いて」は、沢口靖子さん演じる新任教師が
事なかれ主義の先輩教師や指導主任に詰られ、さらに親たちからも
要らぬお節介と拒まれながらも、声を出せない少女と貧困から
問題を起こす少年に寄り添い立ち直らせようと懸命の努力。
幸い、少女と少年にはかたい友情が芽生え、それを支えに頑張りぬき
ハッピーエンド。効率第一、問題に目を瞑る世情に鋭く一矢報いた
心に響く映画でした。途中、何度も眼がしらが熱くなりました。
✰・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・✰
あいち女性連携フォーラム＊：地域開発みちの会が参加している愛知県女性地域実践活動協議会ら県内 15 の
女性団体が「男女共同参画」・
「女性の活躍促進」を目的として結成した連携組織

3

平成 30 年 12 月 25 日発行

日本女性会議

2018 in 金沢 に参加して

吉見 久恵

大会テーマ 「たたえようこれまでの道 彩ろう未知なる明日」（10/12～14）
10 月12 日、参加者 5 名で金沢に向かった。駅では大会ボランティアの方が出迎えてくださった。
会場の金沢歌劇座ホールでは大勢の参加者で大混雑。まず席の確保に走った。
開会式の前にアトラクションとして加賀百万石の伝統文化のひとつである「金沢素囃子」の披露があり
歴史の町「金沢」を実感できた。
開会式・内閣府男女共同参画局長の基調報告の後、各分科会会場に移動。
・中村修見さん（南知多町）第 1 分科会
防災・まちづくり
・油田淑子さん（名古屋市）第 5 分科会
・吉見久恵（大府市）第 6 分科会

貧困と子どもの権利

医療における性差

・小林治代さん（東海市）外山淳恵（東浦町）第 7 分科会

DV・ハラスメント

分科会終了後、金沢駅構内「加賀屋」にて会食、参加者で交流を深めた。
10 月13 日、記念講演・分科会報告の後、昼食。会場では物産展が開催されて賑わっていた。
午後からの記念シンポジウムではシンポジストから「日本の女性は恵まれていることを知るべきだ。
そして、もっと声を大きく上げて行動に移していって欲しい。」との力強いお言葉で元気づけられた。
閉会式後、油田さんはお帰りに。残る 4 人で次の日のエクスカーションに参加。
10 月14 日、「「専属ガイドがご案内する金沢

有名スポット巡り」コースでサムライガイドがバスに乗車して

案内を。よく歩いて（歩かされて？）最後の 21 世紀美術館では見学より休憩が長くなってしまった。
来年は栃木県佐野市、再来年(2020 年)は地元愛知県の刈谷市での開催が決定。皆様ご一緒に参加しませんか？

≪これからの予定≫
第 4 回全体会・新年会
日時：平成 31 年 1 月 24 日（木）全体会 10：30～ 新年会 12：00～
会場：日本初の福祉旅館「サポートイン 南知多」会費 3,000 円

第 31 回地域開発みちの会フォーラム
日時：平成 31 年 2 月 10 日（日） 13：30～15：30
会場：美浜町総合体育館 サブアリーナ
1 部 ブロック活動とプロジェクト事業の報告
2 部 パネルディスカッション

プロジェクト事業
・おたすけフリマ…平成 31 年 1 月 24 日新年会食事後開催
※値段を付けて持ってきてください

・学習会…講演会 平野 憲子氏 （弁護士）
日時：平成 31 年 2 月 7 日（木） 13：30～15：30
会場：東海市立市民活動センター（ソラト 3 階） 小会議室

≪お知らせ≫
※次年度書類作成のため、退会の申し出は 2 月末までに書面にて各地区運営委員に提出してください
ご意見・お問い合わせはメールにてお寄せください。

地域開発みちの会 http://www.aichi.michinokai.cc
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