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書 名 著 者 出版社 内 容 

愛を言い訳にする人たち：ＤＶ加害男性

700人の告白 
山口 のり子 梨の木舎 

ＤＶ加害者プログラムの長年の実施体験をもとに、ＤＶとその加

害者の実体を明らかにする。 

ＬＧＢＴの子どもに寄り添うための本 
ダニエル･オウ

ェンズ＝リード 
白桃書房 

LGBTに関する「よくある疑問」の全てに答える。LGBTの子ども

を持つ親、LGBT当事者、これから親になる人に。 

上野千鶴子のサバイバル語録 上野 千鶴子 文藝春秋 
長きにわたり戦い続けてきたフェミニストであり人生お悩み相談

の名手でもある著者による、初の「語録」。 

女の子は本当にピンクが好きなのか 堀越 英美 Ｐヴァイン 
玩具からアニメまで、女の子が自ら欲するように見えるからやや

こしい<ピンク>問題を考えつくす。 

家族難民：中流と下流 二極化する 

日本人の老後 
山田 昌弘 朝日新聞出版 

未婚化･単身化が進む日本の未来。家族中心の社会制度が生

む弊害と対策を明らかにする。 

無戸籍の日本人 井戸 まさえ 集英社 
無戸籍者たちが置かれてきた厳しい現実と、長年にわたり問題

が解消されない背景とは。衝撃のノンフィクション。 

不仲の母を介護し看取って気づいた人

生で一番大切なこと 
川上 澄江 マキノ出版 

愛せない母の看取りをめぐる、娘の葛藤を描いたノンフィクショ

ン。親の死後に後悔しないための 20のレッスン。 

なぜ妻は突然、離婚を切り出すのか 打越 さく良 祥伝社新書 
弁護士である筆者が、経験や裁判の判例を元に夫婦の認識の

違いをあぶりだす。転ばぬ先の杖となる一冊。 

セーラー服の歌人 鳥居 岩岡 千景 KADOKAWA 
母の自殺、小学校中退、施設での虐待、ホームレス生活。今も

複雑性 PTSDの病と共に生きる女性歌人の半生。 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

  

                         

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

夫・パートナーからの暴力（DV）、セクシュアル・ハラスメント、性暴力、ストーカー行為などは女性の人権

を侵害するものであり、決して許される行為ではありません。このような暴力を無くすために、毎年 11月 12日

から 11月 25日までを「女性に対する暴力をなくす運動週間」としています。 

ドメスティック・バイオレンス（DV） 

 DV とはパートナーなど親密な関係にある者またはあった者から、繰り返し振るわれる暴力のことです。対等

ではなく、尊重の無い上下関係です。片方だけがパワー（権力）を持ち、相手 をコントロール（支配）し、思

い通りにする手段として、様々な暴力が使われます。 

 平成 26 年度に枚方市が市民を対象に男女共同参画に関するアンケート調査を行ったところ、過去 1 年間に配

偶者（別居中含む）から身体に対する暴力を受けたことがある人の割合は、女性は 12％、男性は９％でした。ま

た、人格を否定するような暴言や交友関係を細かく監視する、殴るふりをして脅すなどの精神的な嫌がらせを受

けたことがある人の割合は、女性は 17.1％、男性は 12.7％でした。性行為を強要されたことがある人の割合は、

女性は 9.7％、男性は 3.9％でした。アンケート結果から、親密な関係の間で起こる暴力は決して他人事ではなく、

自分自身や大切な人など身近なところでも起こっていることだといえます。 

 もしも、暴力に悩んでいる場合は 1人で悩まず、信頼できる人や相談機関に相談してみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枚方市配偶者暴力相談支援センター 

「ひらかたＤＶ相談室」 

    電話/050-7102-3232（平日 9時～17時 30分） 

※パープルリボンは女性に対する暴力根絶のシンボルです。 

 

 

 

    ＜ポン子のシネマ deひとりごと＞ 

「さとにきたらええやん」っていう映画がすごい！ 

大阪、西成にある「子どもの里」が舞台の映画。舞台は西成だけど、

今の社会の縮図とも言える貧困やＤＶ、虐待、障害など子どもたち

が抱える問題に、館長の荘保さんという女性が人生をかけて向き合

う姿がすごい。3人の子どもたちを 3年かけてカメラで追う監督がす

ごい。人情が色濃く残る街の人々の奮闘に涙と笑いがあふれるすご

い感動的なドキュメンタリー映画！ぜひ枚方のみなさんにも観ても

らいたいなあ・・（ポン子） 

 

 

❥contents 
（1）ウィルコラム 
（2）イベントのご案内 

（3）新着図書案内他 

■新着図書案内■ 

 

ウィルは女も男もいきいきと暮らせる社会づくりをめざす枚方市の拠点施設です 

枚方市 男女共生フロア・ウィル  
 

枚方市駅より徒歩約8分 

〒573-1191 枚方市新町2-1-5 メセナひらかた会館3階 

TEL 072-843-5636  FAX 072-843-5637 

開室時間  平日 9:30～21:00 (火曜休室) 土日祝 9:30～17:00 
 
【女性相談のご案内  お問い合わせ申し込みはウィルへ】 

電話相談 (専用電話072-843-7860) 月曜日:10:00～12:00/13:00～17:00   木曜日:13:00～16:00/17:00～21:00 

生き方相談 (面談 要予約) 水曜日:13:00～21:00   金曜日:10:00～17:00 

法律相談 (面談 要予約 1人1回限り) 第2金曜日・第3木曜日・第4土曜日:13:00～16:00   第1金曜日:17:00～20:00  

WW  ii  ll  ll  ウウィィルル  
枚方市男女共生フロアだより   平成２８（２０１６）年１１月発行 

◆１１月１２日から１１月２５日は「女性に対する暴力をなくす運動週間」です◆ 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=%e3%81%9f%e3%81%ac%e3%81%8d+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&id=2D778F6A280F126DF4B636C1984A305132DBC3B5&FORM=IQFRBA


枚方市男女共生フロア・ウィル                                                                                                                   男女共生フロアだより No.１２０ 

 2   3  

沈黙を破る女たち 

 

映画上映  １３：００（開場 １２：３０） 

 

 

 

 

 

         
    

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

   

  

  

  

 
 

 

 

                    

 

 
                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ～人生は必ずやりなおせる！！～ 

 

             

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        
 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

     
  

     

 

 

 

11 月２７日（日） 2 回上映 
① １０：００  ② １４：００ 
定員 各回３00 人（要予約） 
2012 年・サウジアラビア映画 

９８分 字幕スーパー 

ウィルで予約
受付中！ 

メセナひらかた会館 ２階 多目的ホール 

映画上映会 

★五行歌ひらかた歌会＜五行歌作品展示＞ 

「自分の言葉で、自分の気持ちをすなおに書く」を大切に、そんな五行歌の仲間たちの作品展示です。 

★エッセイサークル文文＜文集【碧】aoの歩み＞ 

今年学んだエッセイの基本「起承転結」を基に 14 人の会員が書いた作品を展示します。 

★玉置雅德＜花風景写真展＞ 

 枚方市と近隣の公園、温室等の花風景写真を展示します。 

★しまもとＣＡＰ＜子どもの暴力防止プログラムの紹介＞ 

 ＣＡＰとは子どもへの暴力防止という意味です。ＣＡＰプログラムや活動内容をパネル展示します。 

★墨雅の会＜墨雅の会作品展＞ 

 墨と顔彩を使って描いた四季の花、情景等の作品を展示します。 

★一般社団法人ＥＬＬＹ＜性別って２つだけ？～今知って欲しいＬＧＢＴ～＞ 

 社会から注目を浴びているＬＧＢＴについて楽しく分かりやすくパネル展示します。 

★夕づるの会＜夕づるカフェ＞ 

 香り高いコーヒー、紅茶、癒しの日本茶、好評のおにぎりも販売します。お気軽にどうぞ。 

★枚方地区人権擁護委員会＜活動の紹介＞ 

 人権に関する相談や啓発活動を紹介します。 

 

 

 

 

ウィル deオーナー 
場所 メセナひらかた会館 2階 ロビー 

男女共生フロア・ウィルで年に 1度のフェスタを開催します！ウィルで活動する市民グループの皆さんの

日頃の活動成果発表や楽しい催しがいっぱい！ご家族、お友達と一緒にお気軽に遊びに来てください♪ 

ウィル deインストラクター 
場所 メセナひらかた会館６階 大会議室 

ホール 
イベントは
すべて無料 

11月８日（日）正午～午後２時 
図書館フレンズ・ひらかた 
絵本の広場とミニ工作 

（牛乳パックを使って） 
 

200 冊の絵本を置いて、広場読み・読み聞かせを行います。

牛乳パックを使ったミニ工作コーナーも設置。大人も子ど

もも一緒にお楽しみください。 

 

11月８日（日）午後２時～４時 
しまもとＣＡＰ 
―しまもと CAP 

おとな向け 
ワークショップー 
 

CAPとは、Child Assault Prevention（子

どもへの暴力防止）の頭文字をとったものです。

今回は、地域の 18 歳以上の方を対象に、いじ

め、連れ去り、性暴力、虐待など、子どもへの

暴力に関する知識、情報をお伝えします。大人

が子どもにできること、子どもからの相談対応

に つ い て も お 伝 え し ま す 。 ご 予 約 は

072-868-0817 藤井まで。Fax も可。留守

番電話の場合はメッセージを残してください。 

 

 

ウィル・フェスタ 

スペシャルコンサート 

 

 

              

      

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 27日（日）11:00～12:00 
太極拳談遊会 

やってみよう!！太極拳 

参加者の方にも太極拳を体験していただけます。

お気軽にご参加ください！ 

※ホールイベントはすべて無料ですが、電話かＦＡＸで予約をお願いします。 

FAX申込みの場合は、氏名・電話番号・イベント名・保育希望の有無、希望時間（映画のみ）を明記してください。 

FAXの返信は、定員を超えた場合のみとさせていただきます。 
保育：映画・コンサートのみ各回先着 10人  生後 6 ヶ月～就学前児 要予約 

11 月 26 日（土）１４：００ 

11月 27日（日）10：00～16：00 
図書館フレンズ・ひらかた 
絵本の広場と折り紙で作るミニ工作。

大人も子どももご一緒にどうぞ！ 

 

枚方市女性に対する暴力をなくす運動週間事業 

保育：各回先着 10人 生後 6 ヶ月～就学前児 要予約 

出演：キャンティ＜ＭＡＫＯ＆ＡＫＩ（Ｖo）＞ 

    ３爆トリオ＜武良匠（Ｇ）清水亮（Ｂ）岸佳佑（Ｄ）＞ 

    重松真美（Ｐ） 

曲目：恋のバカンス、銀河鉄道 999、レットイットビー 

   亜麻色の髪の乙女ほか 

「少女は自転車にのって」 

© 2012, Razor Film Produktion GmbH, High Look  

Group, Rotana Studios All Rights Reserved. 

 

トークショー 15：15～16：30 

11月 12日（土） 
「どん底」を生き抜いてきた自分たちの人生

を芝居にし、沈黙を強いられてきた彼女たち

がトークバック（声をあげ・呼応）する。 

 トークショーでは坂上香監督、性暴力被害

者支援に携わる小松原織香さんと女性をめ

ぐる暴力について一緒に考えませんか。 

 

トークバック ウィルで予約
受付中！ 

11月 27日（日）午後４回 
（時間の詳細はお問合せください） 
玉置雅徳 工作体験コーナー 
建築端材で棚等を制作指導します。 

 
 

11月 27日（日）13:00～14:00 
妙子とゆかいな仲間たち 
語り部ライブをお楽しみください♪ 

 

 

11月 27日（日）15:00～16:00 
一般社団法人ＥＬＬＹ 
講演「性別って 2 つだけ？」 

～ＬＧＢＴって何のこと？～ 

人に優しい街づくりを目指して。 

お気軽にご参加ください。 

 

11月 26日（土）10:00～11:00 
夕づるの会 
人形劇場 
家族愛、命などをテーマに 

枚方の民話、鈴見の松より、 

「おおきにな！」を上演します。 

 
 

メセナひらかた会館 2階 多目的ホール 

 

11月 27日（日） 

 11：00～12：00 

市民企画講座・ヨガ 

「朝までぐっすり！快

眠ヨガ」心と身体をリ

セットしませんか。 

4 階和室。（要予約） 

11月 26日・27日 

10：00～16：00 

ワンテーブルショップ 

女性の起業を応援するた

めのショップ。手作り品販

売、ハンドマッサージ、手

相など。3 階第 2 会議室。 

 

イスラム社会の戒律の中で少女が 

女性として生きることの厳しさに

直面しつつも、前向きに生きる姿 

に元気がもらえる作品です。 

親子でお楽しみください！ 
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