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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。

　うるま市では、「共に創ろう！一人ひとりの個性が輝くまち、みんなが主役の男女共同参画社会」の実

現をめざし男女共同参画施策の推進に取り組んでいます。

　市民意識調査や市民ワークショップ、男女共同参画審議会や庁内での推進本部会議等を経て、新たな

課題や市民ニーズに対応する第2次うるま市男女共同参画行動計画～うるま夢プラン～がスタートします。

『第２次うるま市男女共同参画行動計画』
～うるま夢プラン～を策定しました～

〈めざす姿〉〈めざす姿〉

〈基本方針〉〈基本方針〉

(1) 男女共同参画社会の実現に

向けた意識啓発の推進

(2) 個々の人権の尊重と多様性を

認め合う社会の推進

(1) 女性の能力を社会にいかすための

積極的方策の推進

(2) 家庭と仕事・地域活動の両立支援

(1) 生涯を通じた男女の健康支援

(3) 男女共同参画の視点

に立った防災対策

(2) 女性等に対するあらゆる暴力の根絶

    「うるま市配偶者等からの暴力防止

     及び被害者支援基本計画」

１. 男女共同参画意識の醸成

３. 安全・安心な暮らしの実現

２. あらゆる分野における
男女の活躍の推進

共に創ろう！一人ひとりの個性が輝くまち、

みんなが主役の男女共同参画社会
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　平成 26 年「うるま市男女共同

参画条例」が施行され、早５年が

経とうとしています。私達女性を

取り巻く環境は変わったでしょう

か。女団協は９つの団体で構成さ

れ、それぞれの特徴のある活動に

よりうるま市を、そして私達の生

活をより良いものにしていく為に頑張っています。今

後とも皆さんの協力の下、歩んでいきたいと思います。

会長あいさつ

会　長

園崎 香代子

女性団体連絡協議会

　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

各団体紹介
うるま市女性連合会
会長：西銘　百合子

うるま市赤十字奉仕団
会長：安座間　葉子

うるま市農漁村生活研究会
会長：福地　ケイ子

うるま市母子寡婦福祉会
会長：山城　弥生

うるま市商工会女性部
部長：田場　秀子

JAおきなわ具志川支店女性部
部長：松田　勝美

うるま市石川女性海外・国内
研修生連絡協議会 (虹の会 )

会長：松川　潤子

新日本婦人の会うるま支部
会長：伊芸　恵子

ガールスカウト
会長：安田　未知子

美化活動／平和の集い／婦人
の主張大会／島クトゥバし語
やびら大会／交通安全お守り
づくり及び配布

赤十字社資募集活動／社員増
強運動／献血推進活動／災害
救援活動／ボランティア活動／
研修会への参加

視察研修／島野菜親子交流会／
地域産物利用講習会／産業ま
つり参加

県母連行事への参加／新１年
生ランドセル贈呈／芋ほり体
験／ビーチパーティー／新１
年生激励会

花いっぱい運動／交通安全お
守りづくり／地域環境のため
の活動／地域ボランティア活
動／特産品開発

地産地消運動／親子ふれあい
の集い／環境美化活動／元気
なお年寄りを招いてのミニデ
イサービス

石川在住で、沖縄県派遣「女
性の翼」婦人国内研修生をもっ
て組織する。研修生相互の連携
を密にし、情報交換や学習、研
修会を行い資質の向上・親睦
を図り青少年の環境整備にも努
める。

核戦争の危険から婦人と子供
の生命を守る／憲法改悪に反
対、軍国主義復活を阻止／生
活の向上、婦人の権利、子供
の幸せのために力を合わせる。

環境美化／市の行事への協力

　うるま市女性団体連絡協議会は、合併後の

平成 17 年 8 月に結成されました。これまで、

市内の各女性団体が連携と相互の親睦を図り、

女性の地位向上と豊かで明るい平和な男女共

同参画社会の実現に寄与することを目的に、

さまざまな活動に取り組んでいます。
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「市長と語るつどい」
　平成31年1月24日 (木 ) に女性団体連協議会主
催「市長と語るつどい」を開催しました。

①うるま市民芸術劇場の設備について

②海中道路付近のゴミ対策について

③うるま市育英会の奨学金制度について

④市内の防災無線について

⑤うるま市の水道事業について

⑥うるま市の特定検診の受診率について

⑦うるま市の待機児童問題について

⑧旧石川福祉センターの跡地利用について

⑨子育て支援対策の現状と今後の計画について

⑩うるま市役所庁舎全面禁煙について

⑪青少年健全育成のための施設について

質問・要望事項

日本女性会議 2018in 金沢

たたえようこれまでの道　彩ろう未知なる明日

日本女性会議とは…「日本女性会議」は、男女共同参画に関する国内最大の会議として、

女性を取り巻く課題の解決策を探るとともに、参加者相互の交流促進やネットワーク化を図る

ことを目的に 30 年以上にわたり様々な都市で開催されています。

　平成 30 年度はうるま市から２名の方が国内研修派遣補助金を活用し、「日本女性会議」に参加されました。

＊町田さん　私は分科会「健康寿命延伸における性差を考える」に参加しました。
テストステロン ( 男性ホルモン )、エストロゲン ( 女性ホルモン ) の関係で寿命
にも影響があるという専門的な分野での報告がありました。いろいろな生き方、
働き方がある中で自分の限界を決めず、自分らしく、いかに社会と関わって生
きることが大事である内容に共感しました。

＊花城さん　私は「健康寿命延伸における性差を考える」分科会で医療、看護、
介護について話を聞きました。健康寿命延伸実現のための知恵として科学的介
護と安心・安全・笑顔・温かい心こそ介護の原点であり、女性として私に何が
できるかを考える機会となりました。社会と関わって生きがいをもち、地域へ
根ざしていきたいという気持ちが強くなりました。

参加者報告

　「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。

「うるま市男女共同参画国内外研修
派遣補助事業」について

日本女性会議2019inさの (栃木県 )

ようこそ！「人生 100年時代」

さあ、共に語り、絆結ぼう。

〔会場〕佐野市文化会館ほか
〔日程〕10 月 25 日 ( 金 ) 分科会・交流会
　　　　　　 26 日 ( 土 ) 全体会
                   27 日 ( 日 ) エクスカーション
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思春期の心と体プログラム思春期の心と体プログラム
　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。前年度は市内中学校6校で

講座を開催しました。
【生徒の感想】

*◦「男らしく」「女らしく」より自分らしさを出そうと思いました。
　イヤなことはしっかりイヤと言えるようにもしたいです。
* DV、デートDVについてくわしく学ぶことができました。

*エンパワーメントとは
　「力をつけること」の意で、
一人ひとりが社会の一員とし
ての自覚と能力を高め、政治
的、経済的、社会
的、文化的に力
を持った存在に
なること。

こ・と・ば

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

※詳細につきましては、男女共同参画センター (☎973-8927) まで

男女共同参画社会づくり推進事業補助金を
活用してみませんか？

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。

●うるま市女性相談室・・・・・・・・ ☎973-5041　●おきなわ子ども虐待ホットライン・・・☎886-2900

　（月～金 9：00 ～ 17：00）　　　   　　　　　　　　　　   （月～金 17：30 ～翌日 8：30/ 土日・祝祭日は 24 時間）

●中部配偶者暴力相談支援センター・・ ☎989-6603　●てぃるる相談室

　（月～金 8：30 ～ 17：15）   　　　     男性専用（日・月 10：00 ～ 16：00）・・☎868-4011

●よりそいホットライン・・・・・☎0120-279-338　　女性専用（火～土 10：00 ～ 17：00）・・☎868-4010

　（24 時間通話料無料）　　　　　　　　　　　　　 　   ●性暴力被害者ワンストップ支援センター・・☎＃7001

●沖縄県警察本部警察安全相談 ・・・・ ☎863-9110　  （月～土 9：00 ～ 17：00/ 祝祭日除く）     ☎888-2060

「女性に対する
暴力をなくす運動」

パネル展 in うるみん ▶

11/15( 木 ) ～ 25( 日 )

パネル展 in うるみん ▶

11/15( 木 ) ～ 25( 日 )

パネル展

防犯講話

11/30

（金）

出前防災講座 in栄野比公民館 1/16（水）

講師：沖縄県警察本部 生活安全部 子供・女性安全対策課
　　　沖縄県うるま警察署 生活安全課

「イチから知ろう多様な性・LGBTQ」
～雨のあとには虹が出る～

講師：日本防災士会 沖縄県支部

　　　川満 陽一 氏    

　　　新垣 すみえ 氏

かわみつ よういち

あらかき

講師：てぃーだあみ

山城 彰子 氏    黄昱 翔 氏　竹葉 梓 氏
やましろ たけば あずさファンユーあきこ シエン

LGBTQ講座 (職員研修)
2/19（火）

「アクティブ防災講座」
～もしもの時にできること～


