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配偶者や交際相手からの暴力を受けることを「DV（ドメスティック・バイオレンス）」
といいます。 福岡県で被害経験があった人は 28.1％。
つまり、福岡県民の約

4 人に 1 人は被害にあっているということになります。
（参考：令和元年 福岡県「男女共同参画社会に向けての意識調査」）

その中でも、恋人同士の間で起こる暴力のことを「デート

DV」といいます。

殴る・蹴るだけではなく、相手を傷つける言葉や態度をぶつけること、
相手の行動を制限したり強要したりすることも立派な“暴力”です。

＼恋人と安心して、楽しく穏やかな時をすごすために・・・／

☑ 意見が違ったとき、安心して互いの意見を伝え合い、相談できる
☑ ２人の時間だけじゃなく、自分や相手のプライベートな時間も大切にできる
☑ 嫌なことについては「NO」と言える。相手が嫌がることはしない
☑ ２人の関係が「上‐下」、「主‐従」の関係になっていない
このように、互いの意見を尊重し、一緒にいるときも、離れているときも、
自分のことも、相手のことも大切にできる関係性は、「ＤＶ」がない関係性です。
参考：内閣府男女共同参画局ホームページ 「デート DV って？」
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/date_dv/index.html

令和３年度

令和３年

DV 防止キャンペーン事業

主催：大野城まどかぴあ（男女平等推進センター）

11 月 13 日 土
14：00～16：00

講
会
定
申

■２

師： 石本 宗子 ・ 平岡 靖治 （NO！SH くるめ）
場： 303 会議室 （大野城まどかぴあ 3 階）
員： 30 名（申込先着順） ※密接を防ぐため、間隔をあけてお座りいただきます
込：電話・FAX・ホームページ・総合案内および男女平等推進センター窓口のいずれか
でお申し込みください。
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男女平等推進センターの情報サポーター編集により
男女共同参画に関する記事をお届けします。

ジェンダー意 識

SDGs17 の目標の
アイコン

「徴兵制度からみえる男女平等とは」

■日本には徴兵制度は無いが、世界の国の中には国民の義務としてとり入れている国
は多い。国際連合加盟国で、64 ヵ国が男性だけに徴兵を課し、6 ヵ国が男女共に
課しているという。 （Wikipedia「徴兵制度―徴兵制をめぐる世界情勢」より抜粋）
■近年、男性だけの徴兵は、ヨーロッパにおいては男女平等派に批判されているそうだ。日本では先の大
戦後、徴兵制度は無いが過去の歴史の中には存在した。それは、男性だけを対象とした制度であり、義
務であったとみていいだろう。
■日本ではほとんど話題にのぼらないと思うが、自国に徴兵制度のある国の女性から聞いた話では、大
学生のころ男女数人の友人との雑談の中で、徴兵制度についていろいろと議論になったという。若い人
同士の間でも日常的にそのような議論がなされるほど、その国では徴兵制度は身近なものなのだろう。

■世界には男性にだけ「徴兵」を課した国が数多くある。男
性だけの徴兵が批判されている要因の一つに「ジェンダー
意識」があるように思う。「男性は身体を張って働くもの」
「女性は子どもを産み育てるもの」という凝り固まった意識
を指摘されているのではなかろうか…。今は性別を問わず
働く時代であるし、一緒に子どもを育てる時代だ。それに、
性別だって「男性」「女性」の二択ではなく多様な性があ
る。今後、国を守る方法も多様な方法を考える必要がある
のでは…。
（情報サポーター 倉町 賢一郎）

≪日本の男女共同参画の現状≫

データ参考：内閣府男女共同参画局発行
「ひとりひとりが幸せな社会のために」

SDGs17 の目標の
アイコン

リボン運動のご紹介！

（リボンの色は、国によっては異なった運動のシンボルマークに使われて
いるものもあります）

社会的運動に色つきのリボンを使うことはアメリカで発祥したといわれており、現在、世界中で
さまざまな色のリボン運動が実施されています。ここでは、４色のリボンをご紹介します。

パープルリボン
DV や虐待など個人間
における暴力をなくす
運動のシンボルマーク
です。

レッドリボン
「エイズに関して偏見
を持っていない、エイ
ズとともに生きる人々
を差別しない」という
メッセージリボン
です。

オレンジリボン
「子どもの虐待の現状
を広く知らせ、子ども
の虐待を防止し、虐待
を受けた子どもが幸福
になれるように」とい
うメッセージ
リボンです。

イエローリボン
障害のある人々の、そ
の人らしい自立と社会
参加をめざす運動の
シンボルマークです。
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このマークのある講座・イベントは託児を利用できます
【対象】満 10 ヵ月～小学校就学前のお子さま
【料金】1 人 1 回 300 円の託児利用券を当日までに購入
【申込】開催日の 1 週間前まで
（土日祝・休館日にあたる場合は直前の平日 17 時まで）

共催事業

アスカーラ市民グループ活動支援事業

講演会

世界の中で日本って、こんな国！？
～世界から見た日本の男女共同参画の現状～
ジェンダー・ギャップ指数が 156 ヵ国中 120 位と低迷している日本。
原因は何なのか、どうすれば改善できるのか、一緒に考えましょう。
【日
時】10 月 16 日（土）13：30～15：30
【講
師】倉富 史枝（NPO 法人福岡ジェンダー研究所 理事、こども CAP ふくおか代表）
【会
場】303 会議室（大野城まどかぴあ 3 階）
【受 講 料】無料
【定
員】40 名（申込先着順）
【申込方法】電話・FAX・総合案内・ホームページおよび男女平等推進センター窓口にて受付

生き生きと輝く女性応援事業

話し合いが怖くなくなる！

ファシリテーション講座

仕事でも地域でも、保護者の集まりでも… 人が集まる場では「話し合い」はつきもの。
会議などを円滑に進めるためのスキル「ファシリテーション」を学んでみませんか。
時】11 月 2・16・30 日（火）いずれも 10：00～12：00
師】佐藤 倫子（福岡教育大学 非常勤講師、一般社団法人ママトコラボ 理事）
場】多目的ホール（大野城まどかぴあ 1 階）
象】以下に当てはまる方
①大野城市在住・在勤（もしくはその予定）の女性
②これから子どもの学校や地域活動などで人とのつながりを作りたい方
③原則として全３回の講座に参加できる方
【受 講 料】無料
【定
員】30 名（申込先着順）
【申込方法】電話・FAX・総合案内・ホームページおよび男女平等推進センター窓口にて受付
【日
【講
【会
【対

男女共同参画条例制定記念講演会

もっと前へ！ のびのびと！

男女共同参画社会づくりに向けて
5 月の開催を延期しておりましたが、開催日が決定しました！
令和 2 年度の「男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰」を受賞した
林田スマが、男女共同参画社会に関するこれまでの歩みや大野城市の長年の
取り組み、未来への想いなどについて話します。
【日

時】11 月 20 日（土）10：00～12：00

【講

師】林田 スマ（大野城まどかぴあ 館長）

【会
場】多目的ホール（大野城まどかぴあ 1 階）
【受 講 料】無料
【定
員】30 名（申込先着順）
【申込方法】電話・FAX・総合案内・ホームページおよび男女平等推進センター窓口にて受付
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※ 掲載記事は 9 月 25 日現在の情報です
（その後の変更につきましてはご容赦ください）

情報サポーター養成講座

センスじゃなくルールで決める色選び
地域や PTA などの広報、その他お便り作成などで配色に

【時 間】両日とも 13：30～15：30
【講 師】久保田 みき
（カラープライマリー 代表）
【対 象】情報サポーターの活動や誌面づくり
に興味がある方
【受講料】無料 【定 員】30 名
【
】10 月 1 日より、電話・FAX・総合
案内・ホームページおよび男女平等
推進センター窓口にて受付

悩んだことはありませんか？ ルールを学んで、色選びの
コツをつかみましょう！
1

11 月 22 日
（月）

身近な色をもっと使いこなすために
～色のルールを学ぼう～

2

12 月 6 日
（月）

情報誌「すてっぷ」の誌面を
みんなでつくろう
～季節やテーマに合わせた色選び～

男性のための男女共同参画事業

「生涯現役」応援セミナー
コミュニケーションツールアプリ「Zoom」の
操 作を学 ぶ講座 です。興 味はあ るけど まだ
使ったことのない方、ぜひご参加ください！
1

11 月 24 日
（水）

2

12 月 7 日
（火）

中高年のための
「Ｚｏｏｍ」入門！
中高年のための
「Ｚｏｏｍ」活用術！

【必要なもの】インターネットが使えるスマートフォン
もしくはタブレット

【時

間】両日とも 10：00～12：00
おおたか

【講
【会
【対

師】大雄 義弘（100 歳株式会社 代表取締役）
場】303 会議室（大野城まどかぴあ 3 階）
象】中高年の男性および講座に興味のある方
（ご夫婦での参加も可）
【受 講 料】無料 【定
員】30 名（申込先着順）
【申込方法】電話・FAX・総合案内・ホームページ
および男女平等推進センター窓口にて受付

大野城まどかぴあ 相談室
ひとりで抱え込まず、まずは相談してみませんか？
ご相談は全て無料です。秘密は守ります。

キッズルームのご案内
利用時間 : 開館日の 10：00～15：00（予約不要）
（12：00～13：00 消毒・換気のため利用できません）

💻 ホームページからの
予約受付（24 時間）⇒
☎ 相談電話受付

092-586-4035

場

所 : まどかぴあ 3 階キッズルーム

対

象 : 小学校就学前までのお子さまとその保護者等

費

用 : 無料
★ お楽しみ会 ★
ボランティア団体等による楽しいイベントを
キッズルームで毎月開催しています。

■総合相談■
平日（月～金） 9 時 ～ 17 時
■臨床心理士による相談■
毎月２回火曜日 12 時 ～ 15 時
9 時 ～ 12 時
毎月２回木曜日
■法律相談■
毎月第 1～4 木曜日 13 時 ～ 16 時
■おしごと相談■
毎月第 2 水曜日 10 時 ～ 12 時

実施時間 ▶ 10：30～

15 分程度

【お楽しみ会日程】
１０月

８日（金）託児サポーター“ママ・ポケット”

１１月１２日（金）大野城子ども劇場
１６日（火）託児サポーター“ママ・ポケット”
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※状況によりイベントの開催に変更が生じる場合があります。
最新情報は、まどかぴあホームページ等でご確認ください。

10 月

まどかぴあ休館日
6 日（水）、20（水）

月のイベントのご案内

日 付

12 日（火）
16 日（土）

まどかぴあ休館日
4 日（木）、１7（水）

月のイベントのご案内

イ ベ ン ト

日 付

イ ベ ン ト

大野城市男女共生講座①

2・16・30 日
（火）

話し合いが怖くなくなる！
ファシリテーション講座

9 日（火）

大野城市男女共生講座④

市民グループ活動支援事業
【大野城共生ネットワーク】

18 日（月）

託児サポーター養成講座④

23 日（土）

女性のための起業支援
セミナー

26 日（火）

大野城市男女共生講座②

30 日（土） アスカーラ子育て応援講座②
5・19 日（火）
7・21 日（木）

11 月

臨床心理士による相談
（予約制）

アスカーラ子育て応援講座①
13 日（土）
DV 防止キャンペーン事業
20 日（土）

男女共同参画条例
制定記念講演会

22 日（月）

情報サポーター養成講座①

24 日（水）

「生涯現役」応援セミナー①

27 日（水）

アスカーラ子育て応援講座③

2・16 日（火）
11・18 日（木）

「させていただく」の氾濫
ここ数年、メディアの場で「主演を務めさせていただ
く」
「結婚させていただく」
「解散させていただく」と発言
する人がやたら増えたと思う。自発的な行為にかかわら
ず「する」と断言せず「させていただく」を使うのは遠慮？
敬語？敬語とするなら、一体、誰に敬意を払っているのだ
ろう。
この「させていただく」は許可や恩恵をもらう「他者＝
あなた」を前提とした言葉で「あなたの許可を得て、あり
がたいことに～をいただく」が本来の「させていただく」
の意味。しかし、他者（＝あなた）が存在しなくても使わ
れるようになり、動詞に付ける助動詞に変化したそうだ。
誰かに敬意を払うというより、使っておけば丁寧で問題
ないような感じで使われるケースが多い。
芸能人に限らず、日常生活にも「させていただく」を無
意識のうちに使って、コミュニケーションを円滑にして
いるのも事実なのだから、使って悪い事はない。
言葉は時代と共に変化する生物（ナマモノ、いきもの）。
習った時の意味や用法にこだわると言語感覚が古くなる
ので「させていただく」もこの時代を代表する新語として
仲良くする事が最善のようだ。
（情報サポーター 遠田 真琴）

臨床心理士による相談
（予約制）

アスカーラ フォトギャラリー
7 月 31 日（土）に開催さ
れた、アスカーラわくわ
くひろば。イベントやバ
ザーなど、参加された方
はとても楽しんでいて、
たくさんの笑顔を見るこ
【こども市主催「わにわに☆ゲーム」の様子】 とができました。

■講座、イベント等のお申し込み、お問い合わせ先
＜発行＞大野城まどかぴあ男女平等推進センター
〒816-0934 福岡県大野城市曙町 2-3-1
ホームページ▶http://www.madokapia.or.jp/
ＴＥＬ▶092（586）4030
ＦＡＸ▶092（586）4031

開館時間／月曜日～金曜日 9 時～19 時
土日祝
９時～17 時
年末年始／12 月 28 日～1 月 4 日
アスカーラ
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