
みもざ…黄色の小さく丸いお花です。毎年３月８日は国際女性デーとされており、イタリアでは「み

もざの日」と呼ばれ、男性が日ごろの感謝の気持ちを込めて妻や恋人、身近な女性にみ

もざの花を贈る習慣があります。女性たちは家事や育児から解放され、友達と食事やお

しゃべりを楽しむ日となっているそうです。

女性に対する暴力をなくす運動パネル展・講座

「愛」という名の管理と支配
令和元年11月 8日開催

女性を犯罪から守る防犯講話
令和元年11月 13日開催

　国では、毎年 11 月 12 日から 25 日の 2 週間を「女性

に対する暴力をなくす運動」期間として定めています。

　夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュ

アル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴

力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共

同参画社会を形成する上で克服すべき重要な課題です。

　うるま市においても、社会の意識啓発など、女性に対

する暴力の問題に関する取組を強化するため、週間に合

わせてパネル展と講座を開催しました。

　「男女共同参画 DV 防止啓発講座」として、日常生

活の中に起きているさまざまな家庭問題に悩む方のた

めに、虐待や DV 等に関する学びの機会を提供する

ことで、受講者が明日への一歩を踏み出す知識と勇気

を得ることを目的として開催しました。

　女性が犯罪被害に遭わないための工夫や心がけを学

び、「私だけは大丈夫！」という意識を変え、安心・

安全な生活態度を培うために開催しました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊受講者の声＊＊＊＊＊＊＊＊＊

・一般的に思っている事と現実とのちがい。思いこみ

や感違いもあったことに気づかされた。

・今後、男女共に自分や、他人に対する心理的アプロー

チのとり方の必要性を学びました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊受講者の声＊＊＊＊＊＊＊＊＊

・パネル展もとても見やすく、講話もためになること

ばかりでした。他人事と思わず、今日学んだことを

周りの人にも共有したいと思います。

・SNS 等で想像以上に犯罪の範囲が広がっているのに

驚きました。

講師：竹下 小夜子 氏（さよウィメンズ・メンタルクリニック院長）
たけした さよこ 講師：沖縄県警察本部生活安全部人身安全対策課、

沖縄県うるま警察署生活安全課
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男女共同参画啓発講座報告

大人向け思春期の心と体プログラム
令和元年8月 26日〔出前講座〕

講師：奥間　智香枝 氏、井形　洋子 氏（おきなわ CAP センター）
おくま ちかえ いがた ようこ

　10 代の子ども達に向けて、思春期に起こる心と体

の変化を様々な場面から考え、暴力のない、対等で互

いに尊重し合える関係づくりについて、学びました。

＊＊＊＊＊＊＊＊受講者の声＊＊＊＊＊＊＊＊

・大人にも通じる部分があり「率直に話す」事の
大切さを痛感しました。
・デート DV が 3 名に 1 名は経験があるというの
を初めて知りました。こんなに多いんだなぁと
思い驚きました。中高校生に多く講座をやって
いただきたいと思いました。

LGBT・性の多様性についての講演会
令和元年11月 14日　伊波中学校〔出前講座〕

講師：竹内　清文 氏（レインボーハートプロジェクト代表）

　性の多様性の知識を伝え、自己肯定感と多様性の尊

重の心を育むことを目的とし、性的マイノリティに悩

みを持つ生徒との個別面談と、体育館にて全校生徒、教

師、保護者（当日授業参観日の為）を対象としたLGBT・

性の多様性についての講演を行っていただきました。

＊＊＊＊＊＊＊＊生徒の感想＊＊＊＊＊＊＊＊

・男同士、女同士、どの恋愛感情もあって、みん
なとちがうからこそ自分らしさがあることが分
かりました。
・世界に 1人だけしかいない自分を、個性を、もっ
と愛する事が大切ですね。

思春期の心と体プログラム

講師：おきなわ CAP センター

　うるま市では、男女共同参画推進事業の取り組みの

１つとして、市内中学校を対象におきなわ CAP セン

ターの講師を派遣して、思春期の人権と DV 予防講座

を開催しています。令和元年度は市内中学校 9 校で開

催しました。

＊＊＊＊＊＊＊＊生徒の感想＊＊＊＊＊＊＊＊

・人は、いろいろなかんじょうと、おもいかた、
うけとりかたがあることがわかった。
・今回の講話で、私は、自分自身を大切にするこ
とが大事だと思いました。そして、人のことも
大切にしようと改めて思いました。

たけうち きよふみ

職員講座
令和2年 1月 29日

講師：新垣　誠　氏（沖縄キリスト教学院大学人文学部長）

　男女はこうあるべきという考え方を見つめ直しなが

ら、講師自身も家事・子育てをしていく上で気をつけて

いること、大切にしていることを交えて育児について

お話していただきました。

＊＊＊＊＊＊＊＊受講者の声＊＊＊＊＊＊＊＊

・自分自身の無意識のジェンダー意識を自覚する
べきだと感じた。
・家事、育児を共有して共感することの大切さや
「ケア」の意味について学べてよかったです。

あらかき まこと
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うるま市女性団体連絡協議会

講師：喜友名　朝彦 氏、新垣　すみえ 氏（日本防災士会沖縄県支部）
きゆな ともひこ あらかき

＊＊＊＊＊＊＊＊参加者の声＊＊＊＊＊＊＊＊

・初めて聞く話し等あったので良かったです。防災

講座が地域であるという事を聞いたことが無いの

で各公民館へ呼びかけてやって欲しいです。多く

の方に関心を持ってもらいたい。

・クロスロードゲームは、とても考えさせられまし

た。実際に災害を経験した事がないので災害に対

する意識がうすい。

防災出前講座 令和元年10月 3日開催

　地域防災力を向上させるため、男女共同参画の視点

から、地域の特性と実情に応じた事前の備え、避難所

運営、被災者支援について学び、地域で生かすことを

目的に開催しました。

議 題

①「具志川グスク（集団自決の碑）」、「与那城監視哨」、

　「浜千鳥の歌碑（赤野海岸）」について

②うるま祭りのシャトルバスについて

③フードドライブについて

④うるま市保育所待機児童について

⑤病児保育及びお泊り（ショートステイ）について

⑥津堅島のニンジン展望台広場について

⑦勝連城跡への案内板の設置について

⑧不登校の児童・生徒について

⑨子どもの貧困について

⑩若年母子及び未婚母子の現状と支援体制について

⑪保育料の無償化と給食費について

⑫公園の維持管理について

　市長と語るつどいでは、各女性団体が日頃の活動を通して感じたことや質問を議題として挙げ、その議題に対し

て担当部長や市長、副市長、教育長と語り合いました。後半は懇親会で親睦を深め、始終和やかな雰囲気で閉会し、

有意義な時間になりました。

　うるま市女性団体連絡協議会では市内にある９つの女性団体が加盟し、各団体で連携と親睦

を図りながら男女共同参画を推進するためにさまざまな取り組みをしています。

市長と語るつどい 令和2年 1月 23日開催

8月

 　女性団体連絡協議会では、毎年、良質な映画を市内で鑑賞できるよう映画上映会を開催しています。映画上映

の収益は、「日本女性会議」や「女性の翼」などの派遣支援や会員の資質向上のための研修等に活用されています。

映画上映会
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　日本女性会議は、日本で最大規模の男女共同参画に関する会議です。1984

年に名古屋市で第 1 回会議が開催されて以来、毎年開催地を変え、全国各地

で開催されてきました。第 34 回目となる今年は、愛知県刈谷市で開催します。

　国内外研修派遣補助金をご活用し、ぜひご参加ください。

うるま市女性団体連絡協議会

相談窓口のご案内　ひとりで悩まずに、まずはご相談ください。

　市内の各種女性団体が相互の親睦を図り、連携を保つとともに、女性の地位向

上と豊かで明るい平和な男女共同参画社会づくりに寄与することを目的として

います。

主な活動・・・リーダー研修、資金造成映画上映会、男女共同参画講演会、市長と

 語るつどいなど

● うるま市女性相談室・・・・・・・・・・・・・・・ ☎973-5041
 （月～金 8：30～17：00）

● 中部配偶者暴力相談支援センター・・・・ ☎989-6603
 （月～金 8：30～17：15）

● よりそいホットライン・・・・・・・・・ ☎0120-279-338
 （24時間通話料無料）

● 沖縄県警察本部警察安全相談

　 24時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ☎863-9110

● おきなわ子ども虐待ホットライン・・・・・・ ☎886-2900
 （月～金 17：30～翌日 8：30/土日・祝祭日は24時間）

● てぃるる相談室

　 男性専用（日・月 10：00～16：00）・・・・・・ ☎868-4011

　 女性専用（火～土 10：00～17：00）・・・・・ ☎868-4010

● 性暴力被害者ワンストップ支援センター・・・ ☎＃7001

 24時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ☎975-0166

日本女性会議2020あいち刈谷に参加しませんか？
かけがえのない“わたし”を生きる

～ものづくりのまちから発信～
大会テーマ

日程：11月13日（金）～15日（日）・メイン会場：刈谷市総合文化センター

参加申込は６月中旬から８月を予定しています。詳細は日本女性会議ＨＰをご覧ください。

- 国内外研修派遣補助金 -
　「うるま市男女共同参画国内外研修派遣

補助事業」は男女共同参画について学習

し、男女共同参画社会の実現に向けたリー

ダーの育成と資質向上を図ることを目的

に、参加費の一部 ( 上限４万円 ) を市が補

助し、市内在住者の派遣を行っています。

　詳細につきましては、

男女共同参画センター

(☎973-8927) ま で お

問い合わせください。

★ 社会づくり補助金案内 ★

対象団体：①市内に在住または勤務する方によって構成されて

  いる

 ②構成員が概ね 10 名以上

 ③継続的に活動を行っている又は行おうとしている

 ④政治活動、宗教活動又は営利活動を行っていない

対象事業：男女共同参画社会づくりに関する学習会、講演会等

 男女共同参画社会づくりに関する意識啓発事業

 その他男女共同参画社会づくりに関する事業

補助金の額：１事業あたり２万円を上限とする。

※詳細につきましては、男女共同参画センター

(☎973-8927) まで

男女共同参加社会づくり推進事業補助金を活用してみませんか？

会　員
募集中
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