
 

 

 

 

 

 

 

特集 第２０回  
女と男のいきいきフォーラム八王子開催報告 
 
 
 
 
 
  

  
講講講   演演演   会会会   「「「品品品格格格をををもももっっっててて生生生きききるるる」」」   
講講講         師師師      坂坂坂東東東   眞眞眞理理理子子子   さささんんん   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

                はちおうじし 

          男女共同参画センターだより 

   2011年 3月  VOL. 20 

女性も男性も個性と能力を発揮し、人がひととして尊重され、いきいきと暮らせる男女共同参画社会。 

その実現に向けて、今年の２月２６・２７日、２日間に渡り、「女と男のいきいきフォーラム八王子」を開催。 

年１回のメインイベントであり、今回は記念すべき第２０回！ 

「女性の品格」等の著書で知られる坂東眞理子さんの講演会など、大いに盛り上がりました。 

「品格とは、その人の生き方、考え方、働き方。そして、心の中の

問題です。」 

にこやかに、一人ひとりに語りかけるように話す坂東さん。 

現在の厳しい状況を見据えつつ、みんなの力で良い社会を築い

ていかなければならない。そのために一人ひとりがすべきことを教え

られました。 

「日本が将来、『無縁社会』へ進むのか、それとも 『支援社会＝

志縁社会』へ向かうのか、今私たちは、別れ道に立っています。 

社会の問題は、人と人がつながらなければ解決できません。  

女性も男性も、お互いの良い所を真似し、力を出し合いながら、

生活する基礎力をつけて、周りの人と関わりましょう。 

今必要とされるのは、自立しながら、人と関わり、少しでもいい

から自分以外のために力を使う人。それが『品格のある人』です。」 

そう話す坂東さんの笑顔に、参加者全員が力づけられました。 

《参加者の声》 

・これからの人生の生き方で大切なことを学び大変勉強になりました。 

・男女共同参画の意味を感じ、考え方の見直しの役に立ちました。 

・これから日本をささえる為に、地域をささえるために、男と女が共同で助け合う精神を日々 

忘れずに、一日一日を過ごすことが大切と思う。 

・日頃自分のことだけに時間をさいていたが、他の人に対しての行動をする必要を感じました。

坂東 眞理子 さん 

1969 年総理府入省。内閣府男女共

同参画局長等を歴任し、2007年4月

より昭和女子大学学長に就任。「女

性の品格」「親の品格」「錆びない生

き方」など著書多数。 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コーディネーター 山田 優子 さん 
           （元アサヒタウンズ記者） 
パネリスト 矢澤 陽子   さん （JR 東日本乗務員） 
       佐藤 巌    さん （保育士） 
       櫻井 三樹子 さん （社会保険労務士） 
       尾崎 裕基   さん （看護師） 

 市民全体が政治に積極的にかかわるスウェ

ーデン、市民運動で女性の地位向上を勝ちと

った韓国。日本には何が必要か、皆で考えまし

た。終了後にも参加者から質問が相次ぐなど、

熱のこもったディスカッ 

ションとなりました。 

≪分科会≫ 

パネルディスカッション 「女の職場」 「男の職場」
～仕事と男女共同参画～

≪団体企画≫
「父子でつくる“おもしろ飛行物体”」 「夢を勝ちとる市民パワー」 

―韓国・スウェーデンの場合― 

講師の村瀬さんは、「性」について若者から大

人まで幅広い層を対象に教え続けています。 

「性を恥ずかしがったりせずに、前向きにとら

えることでより自分らしく生きよう。相手を尊重

し、家事やスポーツをふたり一緒にすることで、

お互いに幸せになろう。」 

自らの経験や、大学講義で学生から寄せられ

た声などを交えつつ、ユーモアたっぷりに話す村

瀬さん。分かり 

やすく、心に残 

る講演会となり 

ました。 

《参加者の声》 

・男と女、垣根はあると思いますが、そうい

った事を感じさせないくらい、みなさん、

自分の職場に誇りを持って接しているのが

すごいと思うと同時に、励みになりました。

 男性の多い職場で活躍する女性。また、女性

の多い職場で活躍する男性。その職を目指し

たきっかけも、やりがいや苦労も色々。しかし共

通しているのは、性別にこだわらず自分のやり

たいことを目指し、自分らしさを活かして働き、

周囲から必要とされているということです。 

 コーディネーターの山田さんは「世界は男女

半々。男女共が居てよく、その一人ひとりが頑

張れるような社会になってほしい」と締めくくり

ました。 
《参加者の声》 

・自分自身が幸せになるためにも、相手を幸せに

しなければならないというポジティヴな「性と

生の関係」が大切だということが分かった。 

・多くの男性達に聞いて欲しい内容だった。人間

関係は作るもの、育てるもの、肝に銘じたい。

 色々な『飛行物体』を、父子で作

って飛ばしてみよう！という企画。 

親子で協力し合って作り上げた

竹とんぼやブーメランが、見事飛

び上がると大歓声。お子さんにも

お父さんにも、充実した楽しいひと

ときとなりました。 

《参加者の声》 

・子どもが大変喜んでくれた。自分で作っ 

 て工夫して、それが目に見えて結果に出 

 ることのおもしろさがわかったようだ。 

《参加者の声》 

・私たちの生活が良く 

なるのは政治、市民 

活動への関心のもち 

方、かかわり方法だ 

と痛感した。 

講  師  村瀬 幸浩 さん 
      （一橋大学等非常勤講師） 

企画 市民グループ 「レクボラＮＯ．１」 
講師 中川 緑 さん（韓国学習グループ KAJA） 
企画 八王子手をつなぐ女性の会 

講演会 「素敵にパートナーシップ」 

     ～人間にとっての生と性～ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 男女共同参画センターからのお知らせ

ほっとタイムサービス利用場所に 

「消費生活センター」が加わりました！ 

 3 月 7日、クリエイトホール地下一階に「消費生活センター」が開設されました。これにともな

い、消費生活センターを利用される市民の方も、託児サービス「ほっとタイムサービス」をご利用

いただけるようになりました。ぜひご利用ください！（託児には事前の登録、予約が必要です。）

 

・ご利用できる方 

    ● クリエイトホール内の図書館、生涯学習センター、消費生活センター、 

男女共同参画センターを利用して、学習活動等をされる方。 

    ● 八王子しごと情報館（※）で求職活動をされる方。 

     （※ 土曜日は閉館のため、ハローワーク八王子がご利用になれます。 

日・祝はどちらもお休みです。 

・お預かりする時間 

● 日・月・水・金・土曜日  午前 9時～12時    

●   火・木曜日       午後 1時～ 5時     

 

      詳細については、男女共同参画センターまでお問い合わせください。  
 

≪フォーラム実行委員の感想≫ 

石倉委員長 
 今年は南大沢文化会館とクリエイトホールでの 2日間の実施となり、多くの方にご来
場いただきました。記念すべき 20回目のフォーラムにふさわしい開催となりましたこ
とをご報告いたします。 
何よりも嬉しかったのは、講演会と分科会ともに参加者の年齢層が昨年より若干若

くなったことです。ある若いご夫婦は、フォーラムの託児サービスを利用し子どもを

預け、すべての分科会に参加されていました。年に一度、自己啓発のため多くの市民

の方々に、このフォーラムにご参加いただきたいと思います。そのためには、主催者

側も最新の情報・ニーズを探りつつ、企画していかなくてはと思います。そして、次

の世代へとバトンを渡していくことも重要だと思います。 
第 20回という節目に実行委員長を務め、無事終了できましたことに対し、参加者・
関係者へ謝意を述べたいと思います。ありがとうございました。 

長谷川委員 
 2日間に渡る開催だったため色々と課題や不安もありましたが、皆さんと協力して無事終了すること

ができ、ほっとしています。 

仕事と男女共同参画について考えてみようと、分科会ディスカッション「『女の職場』『男の職場』」

を企画・担当しました。それぞれ異性の多い職場で働く 4人の男女がそろい、男性保育士の草分けの佐

藤さん、日々生死と直面している尾崎さん、分単位で電車を動かす矢澤さん、女性の目線で企業をバッ

クアップしている櫻井さん、と皆さんが性別を意識せずに働いている様子がよくわかりました。しかし、

これから就職する若い人にもぜひ聞いてもらいたい内容だっただけに、参加者が少ないのは残念でした。

一緒に準備をしてきた石倉委員長、八王子市男女共同参画センターの皆様、ありがとうございました。



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集・発行 

八王子市男女共同参画センター 

れんこんの会 （女性のためのサポートグループ） 
日時： 第２土曜日 午後２時 

第４木曜日 午前１０時 

お問い合わせ： 080-5039-9374 

いっぽの会 （まず、一歩。女性同士の語り合いの会） 
日時： 第１・第３金曜日 

 午後１時３０分～３時３０分

お問い合わせ： 090-6338-4391 

090-7408-1372 

ＤＶホットライン八王子 （民間団体による相談） 
女性のための電話相談です。秘密厳守します。

電話相談： 月曜日 午前９時～１２時 

お問い合わせ： 042-648-9580 

クリエイトホールまでは・・・ 

 JR 八王子駅から徒歩４分 

 京王八王子駅から徒歩４分 

★駐車場はありませんので、車でお越しの方は八王子駅 

北口地下駐車場（有料）などをご利用ください｡ 

女性の相談室 

地震の影響により、時間・曜日等が変更となる場合がありますので、ご注意ください。 

 
 

 

一人で悩まないで。困ったときは相談を。 
 
専用電話  ０４２－６４８－２２３４ 

 
・プライバシーは守ります。 
・相談はいずれも無料です。 
・託児もあります。 
（満１歳～未就学児 予約制） 

 
専 門 相 談 ＊事前に電話でご予約ください。 

 
夫婦・家族間の悩み事、生き方や人間関係の悩み、

女性の人権に関わる法律や裁判の相談に、専門の女性

相談員が応じます。 
 
★女性のための相談（専門相談員） 

木 曜 日 ：     午後 1時～午後4時 

★女性のためのカウンセリング 

（心理カウンセラー） 

水・土曜日 ：     午前 9時～正午     

第２月曜日 ：     午後 1時～午後4時 

第２木・第４月曜日 ： 午後 5時～午後8時 
★女性のための弁護士相談（弁護士） 

第３土曜日 ：     午後 2時～午後5時 
 
電 話 相 談  

 

女性の抱えるさまざまな悩みや問題について、男女

共同参画センターの相談員がお話を伺います。 

（祝休日は開催。年末年始はお休み。） 

 

月～土曜日 ：     午前 9時～午後7時  

    日 曜 日 ：     午前 9時～午後5時 

女性の相談室 
◆ 八王子市男女共同参画センター 

〒１９２-００８２ 

八王子市東町５-６ クリエイトホール８階 

電話     ０４２－６４８－２２３０ 

相談専用電話 ０４２－６４８－２２３４ 

ファックス  ０４２－６４４－３９１０ 

メール b050900@city.hachioji.tokyo.jp 

ホームページ 

http://www.city.hachioji.tokyo.jp/shiminkat

udo/danjokyodo/index.html 

◆ 開館時間 

月～土曜日  午前９時～午後７時 

日 曜 日  午前９時～午後５時 

◆ 休 館 日 

年末年始（１２月２９日～１月３日） 

原則毎月第１火曜日（館内点検日） 


