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書 名 著 者 出版社 内 容 

マンガ・レインボーkiｄｓ 知ってる？

LGBTの友だち 

手丸 かのこ/ 

マンガ 

金子 由美子/ 

解説・監修 

子どもの未来社 

Ｌ（レズビアン）、Ｇ（ゲイ）、Ｂ（バイセクシャル）、Ｔ（トランスジェン

ダー）、それぞれのテーマごとに、マンガでわかりやすく説明・ 

解説する。思春期を迎えた子どもたちにオススメの一冊。 

損する結婚 儲かる離婚 藤沢 数希 新潮新書 

「結婚」と「離婚」でどうお金が動くのかを具体的なケースをもと

に解説し、どのような経済的リスクが潜在しているかを説く。 

女の子が生きていくときに、覚えていて

ほしいこと 

西原 理恵子 KADOKAWA 

大ヒット作「毎日かあさん」の作者が恋人への依存癖や前夫の

言葉の暴力など自身を襲った出来事を振り返り、娘と同年代の

女の子たちに伝えたいメッセージを語りかけるように綴る。 

 

 

 

 

 

 

       

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

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、AV 出演強要、JK

ビジネス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」期間としています。 

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、殴る・蹴るなどの身体的な暴力以外に、怒鳴る・無視するなどの精神的な暴力や生活費

を渡さない、実家や友人との付き合いを制限する、性行為を強要するなど様々な暴力が使われます。 

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。 

男女共生フロア・ウィルの取り組み 

DV被害者支援の一環として様々な啓発講座の開催や映画の上映会を行っています。「女性に対する暴力をなくす

運動」期間である 11月 18日には、7年間納屋に監禁された母親と息子の脱出後の生活に起こる困難と本当に必

要な支援とは何かを考える映画「ルーム」の上映会を行います。また 11月 24日には夫との関係に悩んでいる方

を対象とした「夫婦関係を見つめ直す講座」を開催します。「女性に対する暴力をなくす運動」期間中、男女共

生フロア・ウィル図書コーナーでは DV、モラハラ、デート DV、性暴力などをテーマにした書籍の特集を行って

います。みなさんもこの機会に女性に対する暴力がどうすれば無くなるのか、一緒に考えてみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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＞     「はじまりの街」という映画が東京を皮切りに秋から上映開始。 

夫のＤＶから逃れ、親友を頼りに 13歳の息子とトリノに向かったア

ンナ。見知らぬ土地での厳しい再出発。美しい街で優しい人々と触

れ合い変化する親子。どんな人生も肯定でき、見終わった時に幸せ

な気持ちになれる。家族をテーマとして映画で絶えず社会の「弱者」

に寄り添ってきたイタリアのイヴァーノ・デ・マッテオ監督が現代

に贈る人情ドラマの傑作との評。大阪で上映されたらぜひ観に行き

たい映画！！  ＜2016年 イタリア・フランス合作＞ 

❥contents 

（1）ウィルコラム 

（2）ウィル・フェスタ 

（3）    のご案内  

（4）新着図書案内他 

■新着図書案内■ 
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２９（２０１７）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」期間です 

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   枚方市駅直結 

〒573-0032 枚方市岡東町12-3-410サンプラザ３号館４階  

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

開室時間  午前９時～午後５時３０分（土日祝日、年末年始休所） 
※ただし、火・木は午後 8時まで、第 1土曜日は午前 9時～午後 5時 30分 

まで開所 

【女性のための相談案内  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 ) 火曜日 15:00～20:00 水曜日 13:00～17:00   木曜日 10:00～15:00 

面接相談 (面談 要予約)          水曜日 13:00～16:30  木曜日 15:00～20:00  金曜日 10:00～15:00 

法律相談 (面談 要予約 1人1回限り)  第1土曜日・第2金曜日 13:00～16:00 第3木曜日 17:00～20:00 第４火曜日 10:00～13:00  
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メセナひらかた会館 ２階 多目的ホール 
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♪ 

ハイヒール・リンゴのトーク＆ライブ 

in ウィル・フェスタ 

 

※ホールイベントの申込みは電話か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 

メセナひらかた会館 2 階 多目的ホール 

女性に対する暴力をなくす運動週間 映画上映会 「ルーム」 （２回上映） 

◆時 間  ①１０：００～１２：００ （開場  ９：３０） 

② １７：００～１９：００ （開場 １６：３０） 

◆会 場  ２階 多目的ホール（各回定員３４０名） 
 

◆申し込み  １０月１０日（火）午前９時から電話・ファクスで受け付け。 

※ファクスの場合はイベント名・氏名・電話番号・希望時間、 

保育申し込みの有無を明記。 

◆そ の 他  保育（生後６カ月以上の就学前児。無料。要予約。先着 10 人） 

補聴システムあり（数に限りがございます。ご了承ください） 

(C) ElementPictures / RoomProductionsInc /ChannelFourTelevisionCorporation2015 

 

納屋に7年間も監禁された母親とそこで生まれ育った 5歳の息子。閉ざされた「部屋」からの脱出。そして、ふたりは広すぎる

世界と対峙する。（２０１５年カナダ･アイルランド合作映画） 

ゲスト  ハイヒール・リンゴ さん 
 

漫才師。1961年生まれ。枚方市出身。1982年に漫才コンビ「ハイヒール」を結成し、テレ

ビ・ラジオなどで活躍。情報番組の司会者としても人気を集め、2015年に大阪学院大学

から経済学を分かりやすい表現で視聴者に届けてきたこと、学術文化の発展および生涯

学習の推進に寄与したことが評価され、名誉博士号を授与された。 

◆時 間  １４：００～ （開場：１３：３０分） 

◆会 場  ２階 多目的ホール （定員３４０名） 
 

◆申し込み  １０月１０日（火）午前９時から電話・ファクスで受け付け。 

※ファクスの場合はイベント名・氏名・電話番号・その他申し 

込みの有無を明記。 

◆そ の 他  保育あり（生後６カ月以上の就学前児。要予約。先着 10 人） 

手話通訳・要約筆記（１１月７日（火）までに要予約）、補聴システムあり

（数に限りがございます。ご了承ください） 

 

● 夕づる人形劇場 枚方の民話 

「出口村の龍神さま」 

１０：３０～１１：１５ （開場 １０：１５） 出演：夕づるの会 

枚方市の光善寺に伝わる民話をもとに、人と自然や動物が今よりも密接に暮らしていた時代の

お話を現代にも通じる人形劇にしました。無料、申し込み不要、先着 100人。 

● 人形劇と絵本の広場  

１２：３０～１４：００ （開場 １２：００） 出演：図書館フレンズ・ひらかた＆

人形劇団やなぎ 
 

人形劇団やなぎによる人形劇や図書館フレンズひらかたによる絵本のよみきかせを行います。 

無料、申し込み不要、先着 100人。 

  

● 太極拳の実演と体験 

１２：００～１３：３０ 出演：楊式太極拳談遊会 

太極拳の参加型講座。小架型九十九式の表演などを行うほか、参加者には立禅や簡単な 

護身術などにご参加いただきます。 
 

● ＣＡＰおとな向けワークショップ 

１５：００～１７：００ （開場 １２：３０） 出演：しまもとＣＡＰ 

普段、小学校の大人向けに行っている「CAP おとな向けワークショップ」を行います。暴力とはどう

いったことか、どのようにして起きるのか、自分の身に起きそうになったら何ができるのかといった

地域のおとなの一人として、子どもたちをどうサポートできるかを私たちスペシャリストと参加者で

一緒にすすめていきます。 

 

 
３階 第２会議室 

 

 

 
６階 大会議室 

ホールイベントは 

すべて無料 
 

ウィルで 

予約受付中！ 

 

★ エッセイサークル文文 子どもから大人まで皆さんに読んでいただけるような個性豊かなエッセイを展示します。 

★ 五行歌ひらかた歌会 五行歌（ごぎょうか：五行に書く短い口語詩）の作品を展示します。 

★ しまもとＣＡＰ CAP「子どもへの暴力防止」プログラムの紹介やこれまでの活動暦などを展示します。 

★ 玉置 雅德 旅先で出会ったさまざまな風景をカメラに収めています。今回はその一部を展示します。 

★ 枚方地区人権擁護委員会 人権に関する相談・啓発を行う枚方地区人権擁護委員会の活動を紹介します。 

★ 墨雅の会 墨と顔彩を使って四季の花や情景等を描いています。個性豊かな作品をお楽しみください。 

★ ＬＩＰ編集局＆とれぶ出版部 ＬＩＰのバックナンバーを展示するほか、とれぶ出版 10周年の作品展示を行います。 

 

 

 
２階 ロビー 

 

 ウィル・フェスタ・ 

ワンテーブルショップ 

１０：００～１７：００ 
女性の起業応援のためのウィル主催講座「ウィル de 起業ワークショップ」受講者等による手作り

小物の販売など。素敵な作品の中からあなたのお気に入りを見つけてください！ 

 

 

 

 
３階 フロア 

 

♪ 夕づるカフェ 
１１：００～１６：００  

コーヒー、紅茶、緑茶、ケーキ、おにぎりなどを販売します。ほっとひと息、つきませんか？ 

 

 

 

 
２階 フリースペース 
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