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“男女共同参画の情報誌”

～コンテンツ～  

 

・ウィズカレッジ  ・男女共同参画ゼミナール 

 

・男女共同参画推進月間２０２１  

 

・インフォメーション 

月号 

 



 

  

「ウィズカレッジ企画講座」 オンライン配信のご案内 

第２回 「清掃はやさしさ～世界一清潔な 

空港を支える職人の生き様～」 

 

講師 ： 新津 春子 さん 

(羽田空港清掃員・日本空港 

テクノ（株） 環境マイスター)  

 

第５回 「性の多様性・LGBTの基礎知識 

～岡山県は住みやすい街か～」 

講師 ： 中塚 幹也 さん 

（岡山大学大学院 

保健学研究科・岡山大学 

ジェンダークリニック 教授） 

 

第６回 「被災者が伝える大切な人を守るため

の復興と防災～西日本豪雨災害を経験し

た子育て世代の想いと地域防災の取組～」 

講師 ： 槙原 聡美 さん 

 （川辺復興プロジェクト 

あるく 代表） 

1998 年から性同一性障害の診療を行っている中塚

さん。LGBTQ や SOGI についてどれくらいの方が

ご存知でしょうか。最近では児童生徒を含めたみんな

の問題としてきめ細やかな対応が提唱されていま

す。今回は新聞記事やドラマ等を題材に、わかりやす

くお話いただきました。 

 

被災した直後から地域のために活動 

を続けている槙原さん。試行錯誤しながら得た知識や

経験をお話しいただきました。SNSの活用や安否確認

訓練など、いざという時の仕組みづくりは目からうろ

こ。「マイ避難先」を３か所以上考えておくなど、個人で

取り組める防災のアイディアも頂きました。 

 第 4回・第 5回も お楽しみに！ お申し込みはこちら 

第３回 「DV被害者支援と加害者対応 

～事例をとおして考える～」 

 

講師 ： 信田 さよ子 さん 

(公認心理師・臨床心理士、原宿 

カウンセリングセンター 顧問)  

 

 

 

第７・８回 

 「更生の意思のある加害者ニーズを踏まえた加害者更生の取組み手法 

～被害者支援のための加害者プログラムを体験してみる～」 

講師 ： 伊田 広行 さん（DV加害者教育プログラム NOVO運営者 

立命館大学・大阪経済大学・愛知淑徳大学等 非常勤講師） 

 各地で DV 防止教育を行っている伊田さん。講義では、DV 被害者が増えている昨今、加害者への対応は全く

なされていないこと、DV は「力による支配」と理解することの大切さと、加害者は特別暴力的な人ではなく変

わることができることを、事例をあげながらお話いただきました。 

ワークショップでは、大阪で運営している DV 加害者プログラム NOVO で行っているものをグループで体験

してみました。自分の行動が相手にどんな感情をもたらすか、会話を進めながら深めていくことができました。

日頃のコミュニケーションを振り返る良い機会になりました。 

全国ビルクリーニング技能競技会を最年少で優勝

し、羽田空港を世界一清潔な空港として有名にし

た新津さん。壮絶な幼少時代の体験から「相手を

自殺に追いやる程のいじめは絶対にあってはなら

ない」というメッセージと、清掃という仕事を行う

中で、優しさをプラスしていくことの大切さをお話

いただきました。 

※第 2回まで配信終了。多くの方のご視聴ありがとうございました。 

被害者カウンセリングと並行して加害者プログラ

ムにも取り組んでいる信田さん。被害者に対して

は「自分自身を責めて追い詰めてはいけない」、そ

して加害者に対しては「ＤＶは良くないが、あなた

は変わることができる」という姿勢で支援や活動

を行っていることをお話しいただきました。また

「過去を振り返ることは前を向くことに繋がる」と

のメッセージも頂きました。 

 

男女共同参画ゼミナール 「リクエスト上映会」 開催！ 

日時：11月 9日(火)～12日(金) 午前の部：10:30~ 午後の部：13:00~ 

場所：ウィズセンター会議室（申込不要） 詳しくはウィズセンター（086-235-3307）へ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今号の表紙】Artist 川上 岳史（1963年生まれ） 統合失調症及び強迫神経症  

28歳の時に発病。高知大学教育学部特美を卒業。2016年～「ありがとうファーム」で働き始め

る。無為自然をモットーに風景、人物、花等を描いている。誠実な描画力に定評がある。 

～Message～ 色々な経験を積んできて、自分の天職が見つかり、ここは最高の環境です。 

私は「権力」と名の付くものが嫌い。自然や、自由な人間を描くのが好きです。いつしか微笑

みのある家庭を築くのが夢です。（ https://www.arigatou-farm.com/ ） 

 

公演後は、企業からの参加者が、日頃、人材育成において苦労している点などについて講師へ

質問し、講師からアマゾンの人材マネジメント手法に基づくアドバイスを受けました。 

ウィズカレッジ 企画講座 
第二弾！ 「女性のための 
就労支援講座」 のご案内 

第 1回  

「３つの視点で自分を見つめる 

～Can・Will・Must～」 

講師 ： 山崎 博美 さん 

（国家資格キャリアコンサルタント） 

 

 

 

 

お申し込みはこちら  

全 ３ 講座 お楽しみに！ 

 

人は誰でも、自分では気付いていない

「良いところ」や「強み」というものがあ

ります。それを自覚し、自身を認めてあ

げることが、幸せへの第一歩です。 

「できること(Can)」と「やりたいこと

(Will)」、「求められること(Muｓｔ)」。

この 3 つの視点から自分を見つめ直

し、「なりたい自分」を見つけませんか。 

自分らしく生き活きと働くことができ

れば、より充実した人生を送ることが

できると思います。そのためのヒントを

ワークを挟みながらお話ししています。 

 

女性だけでなく、男性にも役立つ

セミナーです。ぜひ受講ください。 

女性に対する暴力をなくす運動の

シンボルである「パープルリボン」

と児童虐待防止運動のシンボルで

ある「オレンジリボン」、皆さんから

いただいたメッセージを設置した

ツリーに、順次 

飾っています。 

・設置場所 

県庁１階県民室 

ウィズセンター 

美作保健所 

【男女共同参画推進月間２０２１】 登録団体パネル展示 ・ パープルリボン&オレンジリボンツリー運動！ 

11月の岡山県男女共同参画推進月間の期間中、ウィズセンターでは、登録団体が活動紹介の「パネル」を展示しています。 

各団体とも写真やイラストを添えるなど工夫を凝らした色鮮やかな力作となっていますので、ぜひ、ご来館ください。 
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ウィズライブラリー ～新着図書より～ 

『本当はごはんを作るのが好きな 

のに、しんどくなった人たちへ』 

『サステナブル・ビーチ』 

コウ ケンテツ／ぴあ 

小手鞠 るい／さ・え・ら書房

社 もやもや気分で始まった小学生最後

の夏休み。七海の世界は大きく広がっ

ていく。この地球を守るために、ぼく

にできることが何か、あるはずだ！ 

今日はもう、作る気力も体力も残っ

ていない…「おうちごはんを作る

人」の気持ちに寄り添う一冊。 

 

インフォメーション ～11月は県の 『男女共同参画推進月間』 です～ 

 ●12 月 23 日（木）13：30～15：10 

「最高の人生のつくり方」 

2014 年 アメリカ映画  マイケル・ダグラス他 

会場はウィズセンター「会議室」です。 

 

「映画のつどい」と「交流サロンイベント」は参加無料。お申込みは

不要です。当日の開始時刻までに会場へお越しください。 

●R 4 年 1 月 14 日（金）10：30～11：30   

【ワークショップ】 

「ライフプランを考えよう！」等 

会場はウィズセンター「交流サロン」です。 

 

交流サロンイベント 

映画のつどい 

 

「△(参画)は○(えん)になる 

～地域共生社会の実現にむけて～」 

日時：11 月 17 日（水）10:00～12:00 

場所：ウィズセンター会議室 

講師：松岡 武司さん（倉敷市社会福祉協議会） 

 

「ジャマイカの食文化 

～JICA 海外協力隊体験談～」 

日時：11 月 28 日（日）10:00～11:00 

場所：ウィズセンター会議室 

講師：北脇 藍紗さん（岡山県国際協力推進員） 

県では、11月を「男女共同参画推進月間」と定め、男女共同参画社会の実現に向けて、広く県民の皆様の関心と理解を深めていただくため、

様々な催しを開催しています。皆様のご参加をお待ちしています。なお、本年度の記念講演は「オンライン配信」での開催となります。 

～ 記念講演「上映会」のご案内 ～ 

日時：１月 13 日（木）13:30～15:00 

場所：ウィズセンター会議室（申込不要） 

 

 

配信期間：12 月 20 日（月）～１月 19 日（水） 

申込締切：１月１６日（日） 

お申し込みはこちら 

 

 

推進月間記念講演 登録団体自主企画 

 

 

 

わかりあえないことから 

～シンパシーからエンパシーへ～ 

講師：平田 オリザ さん 

   （劇作家・演出家） 

岡山県婦人問題懇話会 

 

おかやま国際女性交流会

人問題懇話会 

 

オンライン配信だよ！ 


