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第 73 号 ２０１７年 12 月発行 

☆近鉄名張駅東口を出て、市役所方面へ徒歩 5分 

  

 

名張市男女共同参画推進フォーラム 2017 

女らしくなく 

男らしくなく 

自分らしく 

露の団姫さん 

男社会の「落語界」、修行中に学んだ男女平等、

お経の中に出てくる男女平等、とらわれない夫

婦の形、子育てと男女、ジェンダー観など… 

落語と講演でお届けします！ 

講演会 

つ ゆ    ま る こ 

講師 

第 1 部 14：00～ 

男女共同参画川柳 表彰式 

2018年1月20日(土) 
会場：名張市総合福祉センターふれあい（丸之内 79） ふれあいホール 

14：00～16：30 
（13：30開場） 

 14：35～ 
イクボス宣言に関する報告 

第 2 部 15：00～ 

講演会 

対応あり 

 手話通訳・要約筆記・磁気誘導ループ 

【問い合わせ先】名張市地域環境部 人権・男女共同参画推進室 TEL 0595-63-7559 

 

託児あり  定員 10 名（先着順） 

ご希望の方は、2018 年 1 月 5 日

(金)までに下記問い合わせ先へお申

し込みください。 【主催】名張市 

 

 

入場無料・事前申込不要 
※定員 200 名（先着順） 

 

FAX 0595-63-4677 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

みえ輝く女子フォーラム２０１７ 

 四日市都ホテルにおいて、9 月 22 日に「みえの輝く女子フォーラム 2017」が行われまし

た。第一部は、基調対談「ダイバーシティ経営が成果につながる理由（わけ）、パネルディスカ

ッション「本音で語る！女性活躍とダイバーシティ」、第二部は「チャレンジャーズ・アワード

2017」ファイナリストのプレゼンテーションが行われました。 

プレゼンテーションには、事前に書類審査を通過した 10 名が、三重県で働くロールモデル

として、自身の挑戦や展望についてプレゼンテーションを行い、みえモデル賞、オーディエン

ス賞、スポンサー賞などの発表がありました。 

☆みえモデル賞：垣本 美和さん 

「中途採用から役員に～今 社員に愛される会社を目指して～」 

☆オーディエンス賞：山田 知美さん 

   「子どもの豊かな心を育む居場所「四日市子ども食堂 55」の挑戦！」 

☆アクアイグニス賞：梶浦 明日香さん 

   「三重の日本の伝統工芸を受け継ぐ」 

☆三重銀行賞：富田 裕美さん 

   「農業経験０（ゼロ）一般事務員から観光農園の園長にチャレンジ！！」 

☆井村屋グループ賞：山田 ロサリオさん 

   「（女性×外国人×高齢者）が楽しむ人生（ビジネス×福祉×教育）」 

☆百五銀行賞：猪野 由里さん 

   「ソーシャルビジネス～生き辛い人にもやさしい環境づくり」 

☆エイベックス賞：大瀧 あずささん 

   「女性視点の地域力向上へのチャレンジ」 

☆第三銀行賞：池田 奈桜さん 

   「挑戦って楽しい！！～旅館から発信する地元の魅力～」 

☆国際ソロプチミスト三重賞：小崎 麻莉絵さん 

   「病気がくれたギフト～ヘルプマーク啓発！楽しく社会を変える！～」 

☆サティスホーム賞：中川 朝子さん 

   「地球温暖化防止に向けて～夢いっぱいの子どもたちへ～」 

【ダイバーシティ】 

 ダイバーシティ（多様性）とは、個々の「違い」を受け入れ、認め、活かしていくことです。 

人間は人種や性別、年齢、身体障害の有無など外見的な違いだけでなく、宗教や価値観、社会

的背景、生き方、考え方、性格、態度、嗜好など、内面も違っています。ダイバーシティは、 

「Diversity＆Inclusion」を省略したもので、本来は「多様性の受容」ということを意味してい

ます 



11 月 24 日（金）、市役所にて DV 防止啓発講演会を開催しました。「DV、デート DV

を知ろう～互いを尊重できる関係のために～」というテーマで、三重県男女共同参画セン

ターフレンテみえの滝石麻衣子さんにお越しいただき、ご講演いただきました。滝石さん 

のたいへん熱心で分かりやすいお話に、ご参加いただい 

た皆様にもとても満足していただきました。 

 アンケートでは、講演会に参加して「よかった」「まあ 

よかった」合わせて 100％、DV についての関心や理解 

も全ての方が「とても深まった」「まあ深まった」という 

結果になりました。「他の相談にも通じる事であり、参考 

になった」などのご感想をいただきました。 

                   11 月 10 日（金）から 24 日（金）まで、市 

役所証明コーナー前にて、パネル展を開催しま 

した。さまざまな DV やデート DV、若年層を 

対象とした暴力被害などについて、作成したパ 

ネルを展示し、パープルリボン運動に因み、紫の 

リボンで彩りました。 

 

 

また、11 月 24 日（金）から 12 月 7 日（木）まで 

は、やなせ宿の中蔵にて開催しました。 

11 月 10 日（金）に、名張高等学校、名張西・青峰高等学校、名張桔梗丘高等学校に

おいて、街頭啓発を行いました。 

登校中の高校生に「DV をなくす運動期間です」等 

の声かけとともに、啓発物品を配布しました。友達 

同士で「DV されてない？ 困ったら相談してね」と 

話しながら登校される姿も見られました。 

 若いカップルの間に起こる DV を「デート DV」と 

呼びます。「デート DV」は相手への人権侵害であり 

犯罪です。「DV かな？」と思った時は、ひとりで悩ま 

ないで相談してください。 

 

 

 

 

毎年 11月 12日から 25 日までは、「女性に対する暴力をなくす運動」期間と、国が定めています。 

  名張市でも、この期間に合わせて啓発活動を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名張市における「女性に対する暴力をなくす運動」 



 

女性のための相談 

※祝日はお休みです。 

毎月 第１・第３週 木・金・土曜日 午後 1時～４時 予約優先 

電話相談可     第２・第４週 水・木・金曜日 午前９時～正午 

女性弁護士による 

法律相談 
毎月 第１ 金曜日 

午前１０時～正午 要予約 

面談 午後１時～３時 

男性のための相談 毎月 第２ 木曜日 午後５時～７時 
予約優先 

電話相談可 

メンタルヘルス相談 

（男女共） 

毎月 第３ 木曜日 午前１０時～正午 要予約 

面談     第４ 火曜日 午後１時～４時 

人権相談 
毎月２回 

※詳しくは、名張市人権センター（☎６３-００１８）へお問い合わせ下さい。 

要予約 

面談 

ご意見・ご感想をお聞かせください。 

 

名張市男女共同参画センター 
 

三重県名張市希央台 

５番町１９番地 

Navarie2 階 

名張市市民情報交流センター内 

 

Tel  0595-63-5336 

Fax   0595-63-5326 

e-mail danjo-center@emachi-nabari.jp 

http://www.emachi-nabari.jp/danjo-center/ 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

女性弁護士

による法律相談

10：00～12：00

13：00～15：00

女性のための相談 女性のための相談 女性のための相談

13：00～1６：00 13：00～1６：00 13：00～1６：00

7 8 9 10 11 12 13
人権相談 男性のための相談

13：30～16：00 17：00～19：00

女性のための相談 女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 9：00～12：00 9：00～12：00

14 15 16 17 18 19 20
人権相談 メンタルヘルス相談

13：30～16：00 10：00～12：00

女性のための相談 女性のための相談 女性のための相談

13：00～1６：00 13：00～1６：00 13：00～1６：00

21 22 23 24 25 26 27
メンタルヘルス相談

13：00～1６：00

女性のための相談 女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 9：00～12：00 9：00～12：00

28 29 30 31

休館日

休館日 休館日 休館日

休館日

休館日

　●予約電話　６３－５３３６休館日

名張市男女共同参画センター

       10月 2日から 11月 30日まで募集し 

ておりました「男女共同参画川柳」を締め 

切りました。 

 平成 30 年 1 月 20日（土）に、名張市総合福祉セ

ンターふれあいで開催予定の「名張市男女共同参画推

進フォーラム 2017」において、表彰式を行います。 

       ご応募いただいた皆様、 

        有難うございました！ 

mailto:danjo-center@emachi-nabari.jp
http://www.emachi-nabari.jp/danjo-center/

