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　1950 年頃の初婚年齢は女性 23歳前後、男性 26歳
前後。1970 年頃は女性 24 歳前後、男性 27 歳前後、
1990 年頃は女性 26歳前後、男性 28歳前後でしたが、
最近は女性 29歳前後、男性 31歳前後と年々上昇して
きています。また、婚姻率は 1970年に約 1％でしたが
現在はその半分の 0.5％以下まで落ち込んでいます。一
方離婚率は 1970 年に 0.1％でしたが 2002 年に 0.23
％まで上昇し、現在は 0.17％と徐々に低下しています
が、婚姻率の低下と比べるとあまり低下していないのが
現状です。離婚が減ったのは事実ですが、離婚するため
には結婚が必要ですので、結婚が減ると離婚が減るのは
当然です。つまり 1970 年頃は 10 組に 1組しか離婚
しなかったのが、最近では 3組に 1組の割合で離婚し
ていることになります。当然熟年期の離婚も増え 1970
年頃には 5％くらいだったのが最近では 20％近くまで
増えています（同居 20年の場合）。また高齢者の場合
は経済的な問題で離婚したくてもできないという夫婦も
潜在的にたくさんおられ，私の感覚では仲の良いご夫婦
は 3割くらいかもしれません。
　若い時にあれだけ愛していたのに、なぜ離婚まで発展
するのでしょうか？男女とも 10歳後半から 20歳中ご
ろまでは性ホルモンがバンバン合成されて、お互いに異
性を求めるようになります。これが結婚適齢期なのでし
ょう。残念ながら愛情を支えるホルモンは次第に落ち着
き、冷静に考えると「なぜこんな人と結婚してしまった
のだろう？」と思うようになります。30歳近くになる
と相手を冷静に見られますので、とても結婚する気にな
れないので、性ホルモンが盛んで、盲目になっている時
に結婚しないとチャンスを失いかねません。
　ある意味、気がおかしくなって結婚し、愛が 3年く
らいで冷めるのは生物学的には当然のことでしょう。そ

の後の長い結婚生活を継続させるためには、諦めや忍耐、
そして戦略が必要でしょう。最初に夫婦の亀裂が訪れる
のは子育ての時です。現在定年を迎えた方は子育て期間
が高度成長期と重なった時期でもあります。男性だけが
悪いのではありませんが、あまりにも仕事が忙しすぎて、
子育てを妻に任せきりにしたと思います。現在ではこれ
を「ワンオペ育児」と呼んで母親の精神的・肉体的疲労
が大きすぎると問題になっています。そのような負担を
無視し、育児に関わらなかった夫への恨みから夫婦関係
が破綻するのを「産後クライシス」と呼び、大きな話題
になりました。
　我慢の限界を感じた若い女性は離婚を決意し、シング
ルマザーが増えています。熟年期の夫婦にも同じような
危機があったのですが、当時は女性が子どもを抱えて自
立するには厳しい時代でしたので我慢するしかなかった
のです。その恨みつらみが、熟年離婚の一因であるよう
です。離婚まで進展しなくても、子育て時代の恨みを蒸
し返されることがあると思います。そのような時に夫は、
面倒だからと逃げ出すのではなく、しっかりとその恨み
を受け止め、真摯に謝罪することが大切です。当時のこ
とを今更どうしようもありませんが、その辛さを無視し
て妻に生活依存をし続けると離婚や別居が現実化するか
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もしれません。
　最近問題になっているのは、夫の「上から目線」です。
経済自立している夫は妻が生活全般の世話をするのが当
たり前だと考え、家庭でも上司のように上から目線で命
令し、感謝の気持ちも表現しない。それでも定年までは
「亭主元気で留守が良い」と何とか持ちこたえていた妻
が、夫の定年で一緒にいる時間が増えて、精神的・肉体
的に疲労し、体調を壊すことがあり、「亭主在宅症候群」
と呼ばれています。私は夫の言動で妻の体調が悪くなる
ことを「夫

ふ
源
げん
病
びょう
」と名付けました。

　では夫婦が快適に暮らすにはどうすればよいのでしょ
うか？「夫婦仲良く一緒に！」が理想かもしれませんが、
それよりも生活自立をして、互いに依存することのない
老後を目指したらどうでしょうか？そのためには、夫は
最低限の食事や掃除・洗濯などをすることです。掃除や
洗濯に関しては妻もあまり重要視しませんが、多くの妻
が感じているのは「たまには食事ぐらい一人でしてよ！」
ということでしょう。妻
は定年後に毎日 3 度の食
事の支度をするのが苦痛だ
と言います。特に昼食です。
サラリーマンが現役の時に
は、平日に昼食を家でとる
ことはまずありません。そ
のために子どもの世話が一
段落した 50歳前後からは
習い事や友人との交流などの自由な時間を楽しめていた
のですが、夫の定年後に束縛されて精神的に落ち込むこ
とを「昼食うつ」といいます。そのような場合は、もっ
と自由に行動してみてはとアドバイスしますが、生活自
立ができていない夫がいると難しいようです。
　夫の生活自立のために私たちは、定年後男性のための
料理教室を 10年以上前から開催してきました。当初は
定員に満たなかった料理教室も、最近では抽選しなけれ
ばならないほど盛況です。我々の料理教室では調味料は
原則ひとつしか使いませんし、一人ですべて行います。
そのために調理器と食器を兼ねる土鍋を使用することが
多いのです。料理が得意でも妻から嫌がられる男性は、
台所の後片づけをしていないからです。色々な調理器具
を出して立派な料理を提供するのは良いのですが、後片
づけはいつも妻、では「もう料理などしてほしくない」

と思うのも当然かもしれません。このことを解決するた
め、我々は簡単で、台所を汚すことの少ない土鍋料理を
提案し、関西を中心に料理教室を開催しています。料理
が苦手な人もコンビニで弁当を買うとか、チェーン店で
一人で食事ができれば問題はありませんが、毎日同じよ
うな食事では飽きるでしょうし、お金もかかります。料
理ができれば認知機能が保たれる可能性もありますし、
懐にも優しいと思います。夫が生活自立できると料理の
内容や洗濯物の片付けなどで妻との会話がはずみますし、
妻が旅行などに気楽に出かけることができます。そのた
めには夫の生活自立は重要です。
　また夫婦が対等な目線を持つことも大切です。特に会
社で管理職についていた夫は妻に対して命令口調や上か
ら目線になりがちです。地域活動でも同じような態度を
とると、嫌がられ孤立することにもなります。上から目
線を修正するためには妻の呼び方も大切です。「おい・
お前」などの呼び方は、それ自体が上から目線で妻のス

トレスになりますので、や
めたほうが良いでしょう。
「ママ・お母さん」という
呼び方は大きな問題ではな
いようですが、妻からすれ
ば「あんたを産んだ覚えは
ない！甘えるな」という気
にもなるでしょう。一番良
いのはお互いに名前で呼ぶ

ことです。これで対等感が生まれると思いますので是非
挑戦してみてください。
　夫の生活自立とは逆に妻は経済自立を目指して、働き
に出るのも良いと思います。夫は家事、妻は仕事をする
ことでお互いの大変さを理解すると良い夫婦関係が構築
できるのでないでしょうか？夫婦の程よい距離間を保つ
ためにも夫の生活自立は重要です。
　最後に夫婦関係に関するアルマン・サラクルーの名言
「人間は判断力の欠如によって結婚し、忍耐力の欠如に
よって離婚し、記憶力の欠如によって再婚する。」を紹
介します。つまり、忍耐力をつけることが結婚を長続き
させる一番の要因かもしれません。
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１　共依存とは
　「依存・依存症」とは何でしょうか。特定の物

質（アルコール、薬物、たばこ、食べ物等）や特定の行為・
過程（買い物、パチンコや競輪競馬などのギャンブル、
スマホ等のインターネット、ゲーム、仕事、恋愛、セ
ックス等）に対して執着し、やめたくてもやめられない、
ほどほどに出来ない状態に陥ることを依存症と言いま
す。薬物以外はストレス対処法として適度にやればよ
いのですが、依存症は適度でやめられない。まさに「わ
かっちゃいるけどやめられない」のです。
　共依存は依存の対象が「人」であり、人との関係に
依存し執着することです。依存しあう

4 4

相手があって初
めて成立します。
　アルコール依存症の夫とその妻との関係がよく例に
あげられます。夫は休肝日もなしに毎日お酒を飲んで、
度々失敗を繰り返します。妻は、お酒をやめてほしい
と思うけれども夫はやめてくれず、お酒がなかったら
怒って暴れます。妻はものすごく困っていますが、夫
のしでかした失敗の後始末をし、アルコールを切らさ
ないよう買い置きして、先回りして対処します。二日
酔いで出勤できない夫に代わって妻が勤め先に「今日
は体調が悪いので休ませてもらいます」と連絡を入れ
る�やむを得ない妻の行動に見えますが、実は妻が今
家庭で起きている問題を維持して夫の問題を悪化させ
る手助けをしてしまっている、共依存関係です。「良か
れと思って相手を助けようとしている行動が、結果的
には相手の問題や症状を助長してしまう行動」を「イ
ネイブリング」といいます。トラブルの後始末を肩代
わりすることがアルコール依存症の進行を支え、夫自
身が向き合わなければならない問題を夫から遠ざけて
しまっている行動となりうるのです。

　このようなことはなぜ起きるのでしょうか？ふたつ
のメリットが挙げられます。一つは「否認」です。実
際に起きている事実を認めると、不安や不快、大きな
ショックを受けてしまうので、事実から目を背け、そ
れを認めないようにして自分の心を守る防衛のひとつ
です。共依存は、本来向き合わなければならない問題（事
実）から互いが目を背けることができます。二つ目は
相手に必要とされる自分に「自己の存在意義を見出す
こと」です。困りはあるけれど「この人は私がいない
とダメだ、この人を理解してあげられるのは私だけだ」
と妻は強く思い、自分の存在価値を感じます。夫の依
存の問題が解決してしまうと妻は自分の存在意義がな
くなるので、問題を解決させずに維持していかなけれ
ばなりません。妻は相手を世話していくことに依存し、
さらに共依存関係が強まるのです。共依存は別名「愛
情という名の支配」と言われ、一方向ではなく双方向
に依存しあい、どちらかが脱け出したいと思ってもそ
う簡単には脱け出せません。
　これまでのアルコール依存の治療現場で、原因は患
者の意志の弱さだと患者のみに注目して治療しても離
脱することはできずに失敗する例に、家族関係の中に
共依存が多く発見され、家族が依存行動を後押しして
しまう場合があることが解りました。家族は本当に困
っているのですが、無自覚に後押しする行動に出てし
まうのです。周囲の人間関係も含めて治療するように
なって、治療成果が上がりました。共依存は「私がい
ないと」と「お世話をする」隠れ蓑を着ながら、相手
の力を奪い、相手の殺生与奪はすべて私次第と相手を
支配、コントロールしています。
　「共依存のチェック」があります。①いつも他人に振
り回されている。②誰々のために一生懸命頑張りすぎ

　自分自身のことよりもパートナーや家族、友人のことばかり気にかけていませんか？安心できる
関係のはずが息苦しさをおぼえることはないでしょうか？今一度、ご自身の家族関係を振り返り、
「私と私の周りの人が居心地よい環境を見出していく」ためのヒントをご一緒に考えてみましょう。
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ている。③他人の気持ち・反応が気になり顔色を窺って
ばかりいる。「全くない」を 0点、「非常にあてはまる」
を 10点としてチェックし、高得点なら共依存に陥りや
すい可能性があります。ただし、本人同士がなんの苦痛
もなく依存しあって仲良く幸せで、極端に二人だけの世
界にはまり込まずに社会生活を送ることができているな
ら、他人がどうこう言うものでもありません。しかし、
助け・助けられる役割が固定され続けていたり、しんど
さや苦痛を感じていればそれは問題です。本人たちには
無自覚に共依存が進んでいる場合もあるので、「イネイ
ブリング」してしまう関係性にあるかどうかを振り返っ
て考えてみるのはとても大事なことです。

２　共依存の背景と特徴
　共依存は、夫婦や恋人間に起こりやすいもので

すが、親子間、友人間さまざまな密な人間関係において
生じます。慣れている関係性・環境に身を置くのは楽な
ので、同じような関係性を作れるパートナーを選ぶ「共
依存の再生産」も起こりやすいものです。友人間でいえ
ば、ドラえもんとのび太君は見方によっては共依存と言
えます。いつも「助けて～、ドラえもん」とのび太君が
助けを求め、「しょうがないな、のび太君は」と助けてし
まうドラえもんです。のび太君が助けを求めてきても「そ
れは君自身の問題だから、自分で何とかしなさい。」とド
ラえもんが言えば共依存ではないのですが、いつもドラ
えもんは「しょうがないな」と助けてしまう関係性です。
　親子間の共依存はどうでしょうか。親が「あなたのた
めよ」とあらゆることに口出しし、先回りして子の問題
に対処して片付けてしまうと、子どもは自立できません。
子どもは自己形成をする前に自己喪失し、自分の人生を
つくりあげていく力を奪われていきます。子どもは、生
まれた時は自分では何もできない、周囲に依存しないと
生きていけない状態です。共依存の傾向が強い親は、良
いことをしていると信じて、無自覚に共依存を子どもに
強いることになり、親の言うことをきかないと生きてい
けない子どもには選択の余地がなく、生き延びるために
従うのみです。成長し、子ども自身が不自由さを感じ、
親の支配から逃れようとする子も出てきますが、親から
の支配の影響は心身共に非常に強く、簡単には脱け出せ
るものではないのです。長く支配されてきた人は無意識
に支配してくれるパートナー、支配できるパートナーを
探してしまい共依存関係は再生産されやすく、連鎖して
いきます。

　「ヘリコプターペアレンツ」というのをご存知ですか。
子どもが危険に陥らないように、常に上空で旋回しなが
ら子どもを監視し、いざという時にさっと急降下して、
子どもの問題に割り込んでくる親のことです。時に親の
出番が必要になることもありますが、子どもが困った状
況に陥った時に即親が乗り出すというのではなく、子ど
も自身が解決策を見出すことを後方支援できたら、それ
は子どもの自信となります。
　自分と子どもとの間の共依存関係は自覚しづらいもの
ですが、親は子どもとの境界線を意識して、相手の自立
を促していけるように手放していくことが大事です。見
放すのではなく手放していくことです。そこには愛情が
あり、信頼があるのです。そして必要な時にお互い支え
合い助け合える関係は共依存ではありません。

3　自分の人生を生きる
　自分の人生の責任を取ってくれる他人はいませ

ん。自分の大事な人生のハンドルを握っているのは誰か、
私は私の人生を歩めているか。相手にとって都合よく使
われる人として生きるのでも、判断基準を自分の外側に
置いて他人軸で生きるのでもなく、自分の気持ちを自分
で尋ねて行動します。相手に合わせることが相手を尊重
していることにはなりません。背負うことに意義を見出
さないようにしてください。「自己満足に陥っているか
もしれない」と振り返ってみることが大切です。
　自分自身が共依存を仕掛ける側にも、仕掛けられる側
にもならないようにするために、自分自身の輪郭をしっ
かりもって、他者との境界線を意識して、自分の人生の
ハンドルを他人に預けず自分でしっかりと握って「私の
人生」を生きてゆきましょう。
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１．パパの子育てのコツについて
　パパの子育て講座の中でよく「ママが良いと言われる
んです。こんなにやっているのですが」と質問されます。
これにはパパの子育ての特徴が関係していると私は考え
ています。パパが子どもとかかわっているところを見る
と、楽しく遊ぶことはしているのですが、日常的なケア
をあまりやっていません。ここで言うケアとは、抱っこ
やミルクをあげる、おむつ交換をする、沐浴をする、汗
をかいたら着替えをさせるなどです。子どもは、自分の
お世話をしてくれる人のことを「この人は自分を守り大
切にしてくれる人だ」というふうに認識し、その人に対
して基本的信頼感を抱きます。このベーシックトラス
ト（基本的信頼）が形成されれば、どんなことがあって
も、心の底ではその人のことを信頼できるようになりま
す。このベーシックトラストの形成で重要なのが乳幼児
期におけるケアです。
　建物で言うと、ベーシックトラストは 1階の部分で、
遊びは 2階部分になります。この 1階部分がきっちり
と形成されていなければ 2階部分は成立しません。子
どものケアは正直パパにとってはめんどくさいものかも
しれません。しかしながら、ケアはママ、遊びはパパで
は、いつまで経ってもパパに対する子どもの信頼感や愛
情は育ちません。仕事が忙しい中で時間を作るのは難し
いかもしれませんが、まず少しでも子どもをケアする時
間を持てるようにしましょう。

２．子どものよりよい心の発達に向けて
　現在様々な場所で保健師として活動させていただいて

おりますが、その中でも子どもの発達について相談され
ることがかなり多くなっています。しかしながら、その
中で感じるのは、相談内容が子どもの身体的な側面や言
語的な側面の発達ばかりで、子どもの心の発達が置き去
りになっていることや、大人のかかわりが子どもの心の
発達にあっていないことです。パパもできる子どもの心
の発達へのかかわり方を 0～ 6歳までの各年齢ごとに
紹介します。

０歳児
　0歳児は五感をよく刺激する時期です。この 0～ 1
歳までの時期は感性が刺激されることで好奇心が育つ時
期だといわれています。好奇心は学ぶ意欲の原点です。
たくさん五感を刺激して好奇心を育み、自分から学ぼう
とする意欲の基礎を作りましょう。
　また、愛情の基礎は 1歳までに形成されます。愛情
の形成に最も重要なのは “受け止められた ”という経験
です。泣いた時にあやしてくれる、おなかがすいた時に
満たしてくれる、抱っこしてほしい時に抱っこしてくれ
る。こういった子どもの要求を受け止めることが愛情形
成には重要です。

　父親も少しずつ育児をするようになってきていますが、まだまだ先進国と比較すると、日本人男性は家事育児時間
がダントツで低くなっています。なぜ、日本の父親は家事育児をしないのでしょうか。いろいろな要因分析がされて
いる中で、父親としてどうしたらよいかわからない、父親の実感がないなどの “わからなさ ”や “ 不安定さ ”、夫婦関
係に満足しているかどうかが重要な要因だということが、いろいろな研究の中で明らかになりつつあります。もちろん、
女性からすればありえない話だと思うのですが、今の父親にとっては重要なポイントです。今回は、父親として子ど
もとかかわるポイントや、どうすれば子どもが産まれた後も夫婦が仲良く過ごすことができるのかについて、説明し
ていきたいと思います。
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阿　川　勇　太
（ファザーリング・ジャパン関西）
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！ １歳児
　1歳児はやる気を育てる時期です。この時期は小さく
ても達成感を味わうと自分なりに考えて行動しようとし
始めます。子どもが興味を持っていることは安全に配慮
しながらいろいろ挑戦させてあげてください。この時、
ダメと言いすぎる保護者の方が多いですが、いろんなこ
とに挑戦したいと思うやる気を育てるためにはダメをつ
かいすぎないようにしなければなりません。ダメをあま
り言わなくても済むように環境を整えてあげながらたく
さんの挑戦をさせてあげましょう。そして「できたね」
をたくさん伝えてあげましょう。

２歳児
　この時期は集中力をつける時期です。「できた」や「わ
かった」が集中力の基礎になります。したがって、自分
の好きな遊びを集中して遊びこむ体験がとても重要です。
　また、この時期運動能力も著しく伸びます。自然など
の中で遊びながら運動をたくさんさせてあげましょう。

３歳児
　この時期は自立心を育てる時期です。子どもがやって
みたいということはできるだけやらせてあげましょう。
忙しい毎日の中ではすべてを叶えることは難しいと思い
ます。それを理解した上で、子どものやりたいことをや
らせてあげられる時間を少しでも多く取れる工夫をしま
しょう。

４歳児
　この時期は努力を身につける時期です。努力は予測脳
が培われることで計画的に頑張ることができるようにな
ります。ここで大切なのは「いいよ」を活用することで
す。例えば○○が欲しいと言われたら「いいよ、でも○
○ができたらね」というように、欲求を叶えるために約
束を結びます。この約束は一種の見通しになります。見
通しを持つと具体的な目標ができ、そこに向けて努力す
ることができるようになります。他にももっと遊びたい
と言われたら「いいよ、じゃあ長い針が 5に来るまでね」
というように伝えます。

５歳児
　この時期は思いやりを育む時期です。共感性を育むこ
とが重要になるので、パパと子どもで何か共同作業をし
てみたり、誰かと協力して何かを成し遂げたりという経
験をしながら自分と人の考えが違うことに気付くように
しましょう。共感脳を育てるには相手がどう感じている
のかを知ることが大切ですが、まだ人の気持ちを察す

ることは上手にできま
せん。したがって、I（ア
イ）メッセージを使うよ
うにしましょう。I（アイ）
メッセージとは私が今ど
う思っているのかを言
葉にして伝えることです。
例えば、子どもがおも
ちゃを片付けられた時は
「よくできたね」ではなく
「うれしい」というよう
に、気持ちを伝えるよう
にしましょう。

６歳児
　この時期は自信を育む時期です。自信をもって何かを
やり抜く力の基礎となる自己肯定感を培うことを中心に
かかわります。どのようなかかわりかというと、“承認 ”
をたくさんしてあげるというかかわりです。直接褒めて
あげることも大切ですが、子どもに関心を抱いてあげる
ことも大切です。関心は相手を気にかけていることを指
し、自分のことを見てくれているんだという承認に繋が
ります。なので、日々の会話の中で「今日は何が楽しか
った？」などと関心を持っているんだよという言葉かけ
をしてあげてください。

３．夫婦のパートナーシップについて
　子育てをしていくにあたり、実は一番大切なのがこの
夫婦のパートナーシップです。簡単に言いますと、夫婦
関係をいかに良好に保てるかどうかです。父親の育児に
関する研究の中でも、最近はこの夫婦関係について触れ
られるようになってきました。母親が自分の育児を肯定
的に捉えられるかどうかは父親の家事育児時間が関係し
ていたり、父親の育児参加率は夫婦関係が良好かどうか
が影響していることなどが特に明らかとなっています。
また、夫婦関係を良好に保つために大切なのは “夫婦の
コミュニケーション充実度 ”であることも明らかになっ
ています。忙しい時間の中で夫婦のコミュニケーション
をとることはなかなか難しいかもしれませんが、週に 1
回は夫婦だけでいろんなことを話し合える時間を取るよ
うにしてみましょう。ここでは子育ての話だけじゃなく
て良いです。いろんな話を夫婦でできることが、コミュ
ニケーションをより充実させるためには重要です。今一
度夫婦のコミュニケーションを見直してみましょう。
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　                                                   　松　田　　　健
（関西外国語大学教授・枚方市男女共同参画推進審議会副会長）
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　日本では近年 “LGBT( 注１)” という言葉が急速に認知
されたように思います。同性愛やトランスジェンダー
（性同一性障がいとほぼ同義）等の人びとを指す用語で
す。しかし人間の性のあり方はもっと多様との指摘か
ら、英語圏ではさらに包括的な "LGBTQ(注２)" も使われ
ており、そのうち日本に上陸するかもしれません。ここ
では “LGBT” を広く「性的少数者」の意味で使い、便宜
上、代名詞に「彼ら」を使います。同性愛者周辺の話題
が中心になります。
　まず確認しておきたいのは、彼らが現代医学において
精神疾患の患者ではないことです。かつて同性愛者は異
端視され、アメリカの精神医学界でも1960年代まで「治
療」対象で、電気ショックや薬物が使われましたが、当
然、効果なし。結局、診断マニュアルの項目から同性愛
が除外され現在に至ります。
　さて讀賣新聞と朝日新聞で “LGBT” の文字列を含む記
事の年間出現頻度を調べると、2001年から 2012年ま
では０件の年が多く、多くても 10件未満でした。しか
し 2015年には讀賣で 53件、朝日では 162件まで増え、
2018 年にはそれぞれ 250件と 360件という急増ぶり
でした。同時期、テレビなど他メディアでも同様の変化
が起こったことが類推されます。
　では日本の人口に占める LGBT の比率はどれ位なの
でしょうか。株式会社電通が 2018 年に行った全国調
査では 8.9%という数字でした。当事者はもちろん、そ
うでない人も、直接・間接的に LGBT の知り合いがい
る、という方は少なくないのではないでしょうか。推
測ですが、ほんの 10年前と比べても LGBTの知り合い
がいる人は増えているように思われます。これは LGBT
の絶対数が増加したというより、社会的な認知と許容が
広がり、その結果「カムアウト」する人が少し増えたせ
いかもしれません。性の多様性を受け入れる傾向が日本
でも広がりつつあるのでしょう。実際、電通調査では
78.4%の人が同性婚の合法化に賛成だったということ
です。
　その同性婚など、同性カップルをめぐる法制度につい
て、世界の状況を見てみましょう。アメリカのABC放
送の調べでは 2018 年６月現在、世界 195 ヶ国のうち

27ヶ国で同性婚が合法化されているそうです。先駆け
は 2000 年のオランダで、そのあとベルギー、カナダ、
スペインと続きました。地理的には西ヨーロッパ、南北
アメリカの国々、オーストラリアとニュージーランドが
目立ちます。
　いっぽうアジア・アフリカ大陸で合法化されているの
は南アフリカのみです。台湾やタイで合法化の動きがあ
りますが、現時点では実現していません。アフリカ・中
東・南アジアでは宗教や文化的背景から同性婚どころか
同性愛の親交を禁じる国もあるようです。
　日本はどうでしょうか。同性婚を含め、国レベルでの
LGBTの法的保護は未整備と言わざるをえません。同性
婚の合法化が難しい理由として憲法の条文に「婚姻は、
両性の合意のみに基いて成立」とあることが指摘されて
います。しかしそもそも憲法は同性婚を禁じていない、
との解釈から国を提訴する動きもあり、今後の展開が注
目されています。
　同性カップルは、病院の付き添い、住居の契約、遺産
相続、生命保険の受け取りなど様々な局面で不都合に直
面しています。そこで一部の自治体では「同性パート
ナーシップ条例（または要綱）」により対応しています。
地域の事業者に対し、同性カップルを結婚に相当する関
係として最大限の配慮を求める趣旨です。法制面など、
効力が及ばない部分もありますが、今後の改善につなが
るかもしれません。
　パートナーシップの概念は、社会全体における事実婚・
夫婦・家族の考え方にも影響を及ぼす可能性があります。
その潜在的な影響力は大きいと考えられ、目が離せません。

注１�　LGBT�Lesbian（レズビアン：同性を好きになる女性）、
Gay（ゲイ：同性を好きになる男性）、Bisexual（バイセ
クシュアル：異性の同性も好きになる人）、Transgender
（トランスジェンダー：心と体の性に不一致を感じる人）
の頭文字をとった総称語。

注２�　LGBTQ�LGBTに加え、Queer（クィア：元々は「奇妙な」
「風変わりな」などを表す言葉。現代では肯定的に性的マ
イノリティ全般を表す言葉として使用している。）または
Questioning（クエスチョニング：自分の性のあり方を決
められない、迷っている、決めたくない人）を追加した言
葉。性的マイノリティの総称語。
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枚方市の取り組み

　枚方市では、平成 22年４月に施行された枚方市男女共同参画推進条例において、「多様な性のあり方を尊重し、
多様な性のあり方を理由とする人権侵害を行ってはならない」と定め、平成 28年度策定の第３次枚方市男女共
同参画計画に基づき、性の多様性への理解促進に向けて取り組みを行ってきました。これまで枚方市男女共生フ
ロア・ウィルでは、市民向けに性的マイノリティに関する啓発として、映画上映会や講演会、パネル展などを行
ってきました。

平成 31 年４月より、枚方市パートナーシップ宣誓制度が始まります。
　性的マイノリティのカップルは、夫婦に準じる共同生活を送っている、または送りたいと願っていても、その
関係性について対外的に証明する手段が乏しく、入院時に付き添いを認めてもらえない、生命保険などの保険金
の受取人になれない、遺産の相続人になれないなど深刻な課題を抱えています。性的マイノリティであるカップ
ルの生きづらさを少しでもなくしていくために、平成 31年４月より、「枚方市パートナーシップ宣誓制度」を導
入します。

平成 31 年４月より、性的マイノリティ向けの相談窓口を開設します。
　男女共生フロア・ウィルでは LGBT などの性的マイノリティの方が抱える様々な悩みに対して、専門相談員に
よる電話相談を開設します。
毎月第２木曜日　午後３時～午後８時
電話番号：072－843－5730

ALLY( 注 )（アライ）を増やす取り組み

　ALLY であることを表
現するために多様性を
表す６色の虹色のデザ
インのシールを作成し
ました。男女共生フロ
ア・ウィルが主催する
LGBTに関する講演会
の参加者などに LGBTなどの性的マイノリティについて
理解をし、ALLY であることを表明したい方に配布してい
ます。
注　ALLY（アライ）�性的マイノリティへの理解者を表す言葉。

枚方市職員向け対応マニュアルの作成と
                             職員向け研修の実施

　LGBT などの性的マイノリティの方々が直面している
課題を解決していくためには、枚方市職員をはじめとす
る社会全体が性的マイノリティの方々が置かれている現
況を理解し、これまでの制度や運用の見直しを行い、新
たな制度の創設について検証していく必要があると考え
ています。人権尊重を基盤としたまちづくりを目指して、
「枚方市職員のための性の多様性への理解促進に向けたハ
ンドブック」を作成し（枚方市ホームページにも掲載し
ています）、職員向けの研修も実施しました。今後も職員
向けの研修を継続的に実施していきます。

平成 31 年 3 月 28 日に
ひらかた・にじいろ宣言＆記念イベントを開催しました

　性的マイノリティを積極的に支援していく姿勢を広く
周知するため、性的マイノリティ支援宣言「ひらかた・
にじいろ宣言」を行いました。枚方市長による宣言のあと、
当事者カップルである南和行弁護士と吉田昌史弁護士に
よる講演会「僕たちのカラフルな毎日　弁護士夫

ふう ふ
夫の波

瀾万丈奮闘記」を開催しました。

　LGBT 啓発リーフレット
　「ありのままに　じぶんらしく」を発行

　このリーフレットでは、性の多
様性や当事者が直面する困りご
と、よき理解者になるための意
識のあり方などを分かりやすく
紹介しています。表紙イラスト
は枚方市ＰＲ大使で切り絵作家
のたけうちちひろさん、中身の
監修は LGBT の研修や講演活動
を行っている一般社団法人 ELLY
が手掛けました。リーフレットは、市内公共施設で配架す
るほか、枚方市ホームページからもダウンロードできます。
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　離婚する時「自分と子どもがどこに住むか？」はとても大事なことです。賃貸マンションなど借家を
借りるなら、ある程度の知識と情報を持って住まい探しをすることが大切です。
　その前に離婚を考える時、今の住まいについて注意するポイントについて説明します。

 １　今の住まいをどうする？
①持家の場合
（名義）
誰が所有しているかの確認です。夫婦の共有名義の場合、各々が勝手に売却することはできません。売却、またどちらか
が住み続けるとしても、家の価格を知るために不動産査定が必要です。不動産会社に依頼すれば不動産査定をしてもらえ
ます。

（住宅ローン）
誰が借りているかの確認です。夫の名義だけでなく、自分が連帯保証人になっているかどうか必ず確認してください。離
婚しても連帯保証人であることに変わりはないので要注意です。

②借家の場合
　　離婚後にどちらかが借家に住み続ける場合、借りている名義、また連帯保証人が誰かの確認が必要です。

 ２　離婚後の住まいをどうする？
　それでは、賃貸マンションなど借家を借りる時のポイントを説明します。
①条件を決める
　『どんなところに住むか』からスタートです。どこに住むか・家賃や諸費用はどのくらい払えるか・間取りや広さ・設備な
ど具体的に条件を考えましょう。具体的にまとめておくと情報が調べやすくなります。全ての条件を満たす物件を見つける
ことは、なかなか難しいので条件に優先順位をつけることが大事です。

②賃貸物件情報を集める
　不動産店舗に行く前に条件に合いそうな物件情報を集めましょう。不動産ポータルサイトや不動産店舗ホームページなど
インターネットで簡単に調べることができます。ある程度不動産の相場感があると、紹介された物件が高い？安い？などの
判断ができます。調べていく中で条件に合う物件があまりない時、条件を調整します。調整する時、前もって優先順位をつ
けていることが役立ちます。優先順位が低い項目から調整しましょう。
③不動産店舗に行く
　賃貸不動産店舗はたくさんありますが、希望に合いそうな物件を取扱っている店舗に行ってみましょう。ただしインター
ネットに掲載されている賃貸物件には「おとり広告」がたくさんあります。例えば、マンションの住所はあるけどマンショ
ン名がないなどはおとり広告の可能性大です。

④物件の内見
　希望条件に合う物件の紹介をしてもらい、内見（部屋を見る）していきます。時間をかけて部屋を確認しましょう。また
物件の廊下や駐輪場など共用部をチェックしましょう。共用部をチェックすると、管理状態や住人のマナーがわかります。
　例えば、
【駐輪場】自転車がきちんと止められているか
【ゴミ置場・廊下など】掃除が行き届いているか

⑤申込・契約手続き
　気に入った物件があれば、申込・契約手続きです。
　まず大事な手続きは「保証会社の審査」。以前は、連帯保証人が必要でしたが、最近は連帯保証人にかわり保証会社加入が
条件の物件が多いです。保証会社は連帯保証人の役割をする会社です。借主が家賃を払えるかどうか、勤務先や年収、今ま
でにローンやクレジットの延滞がないかなどを審査します。保証会社審査通過後、物件を借りることができるシステムです。
また諸費用として、保証会社に保証料を支払います。

　次は契約手続きです。契約書類には大切な事項が書かれています。耳慣れない言葉がたくさんありますが、契約前に何が書
かれているかを確認・納得しておくことが大事です。
　特に
◦家賃の支払方法、契約期間、更新料、解約方法
◦解約時の部屋の原状回復費用の負担
◦特別に決められていることがある時に書かれている特記事項

　不動産業界はなんとなく怖いようなイメージがありますが、希望条件をまとめてしっかり情報収集をしておけば、不動産店
舗に行っても落ち着いて物件を探すことができます。安心してこれからの人生の一歩を踏み出す準備をしてくださいね。

9

春　田　美砂子（オフィス�ウェール代表）



10

　お仕事帰りに気軽にウィルに寄っていただけるよう、平日の夜間の時間帯に
ウィルの事務所内の交流スペースで行っている講座です。今年度もいろいろな
講座を実施して、ウィルを知っていただく機会としました。

防災講座「身近なことから始める防災」（11月20日）
�　枚方寝屋川消防組合から火災現場、救急救命の現場のご経験もある女性消防士、
堀奈津美さんをお迎えし、誰もが身近に取り組める防災活動についてお話しいた
だきました。
　まずは、地域の防災を知るためにハザードマップを活用する、地域の危険度の
確認、非常袋を備えるなどの基本に加え、「お家でできる防災」として、日常の様々
な場面での防災行動について紹介いただきました。
・お風呂に入る際は着替えやスリッパを手の届くところにおく
・寝ているところに家具が倒れてこないようにする、寝る時にはカーテンを閉める
・包丁やなべを常に棚にしまう、重いものは下におくなど常に整理整頓を心がける
　また、買い物をする際は、食料品・ラップなどの生活用品・トイレットペーパーなどの衛生用品を、無くなる前
に買う→ストックする→古いものから使う　の連鎖を保ちながら、日常備蓄に取り組むこと、出かける際にも、日
頃から「肌の露出が少ないファッション」「歩きやすい靴」「両手がふさがらないバッグ」を心がけることなど、改
めて防災に関する意識を高める機会となりました。災害が起こった際は、「公助（市役所や消防）」が始まるまでの「自
助」や「共助（家族や地域）」が重要となることを参加者の皆さんで確認することができました。

和綴じ（ 9 月 11 日）

　伝統的な和綴じ
の技法を使って、
参加者がそれぞれ
選んだ気に入った
柄の和紙を表紙に
つけてノートを仕
上げました。色とりどりのステキな一冊ができあが
りました。

セルフマッサージ（10 月 30 日）
　働く女性に疲れた身体をリフレッシュしてもらえ
るよう、セルフマッサージについて学びました。ア
ロマオイルの効能や簡単に作れる安全な殺虫剤の作
り方、座ったままで気軽にできるマッサージに皆さ
ん大満足されていました。ウィルに来たのは初めて
という多くの参加者の方々にウィルを知っていただ
くことができました。

寄り道映画会
　ウィルで所蔵している、女性の生き方などをテーマにした映画のＤＶＤを鑑賞する映画会「寄り
道映画会」を行いました。これらのＤＶＤはウィル図書情報コーナーで無料で貸し出ししています（貸
し出しには登録必要）。小中校生にもおすすめです。
⃝ 7月24日　「ローラーガールズ・ダイアリー」
映画「チャーリーズ・エンジェル」のドリュー・バリモア初監督作品。60 年代後半に流行した
ローラーゲームを舞台にアメリカの女子高生が自分の居場所を見つけていく姿を描きます。
⃝ 2月26日　「白雪姫と鏡の女王」
　自分の運命を自分で切り開いていく白雪姫の物語。主演：ジュリア・ロバーツ、リリー・コリンズ。
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女性に対する暴力をなくす運動期間事業
一人芝居「電話の女」
                 出演：さかした日出美さん　作・演出：菊本健郎さん

あらすじ
　５年ぶりにかかってきた旧友からの１本の電話。それが女の眠れぬ夜の始まりだった。友人の悩み
は夫からの暴力。他人事と思っていた友人の悩みが女の生活に侵入し始める。これは、もしかして
……。女の内面を独特の雰囲気とセリフ回しで演じる魅力的な女優・さかした日出美さんの一人芝居、ミステリー展開の
話を通してＤＶについて考えました。
　一人芝居の後、かけこみ女性センターあいちのスタッフにアフタートークをしてもらい、来場者からの質問も活発にあり、
一緒にＤＶについて考えることができました。

アフタートークの内容（一部抜粋）
　平成 13年に配偶者からの暴力の防止及び被害者の保
護等に関する法律（ＤＶ法）が制定され、国家として力
を入れてＤＶ被害撲滅に取り組んでいますが、ＤＶの被
害件数は増加しています。平成 29年に内閣府が実施し
た男女間における暴力に関する調査によると、「４人に１
人が配偶者から暴力を受けた経験がある」と回答してい
ます。ＤＶの被害者は圧倒的に女性が多いですが、男性
が被害に遭う場合もあります。なかなかＤＶ被害に遭う
人は減りません。どうしたら減らすことができるのかを
みなさんにも考えて欲しいと思います。

精神的な暴力もＤＶである
　最近のＤＶの動向として、モラルハラスメントが増え
てきたというよりは、言葉による暴力やお金を渡さない
などもＤＶであることに気づく人が増えてきました。暴
力を振るわれるとパートナーのことを怖いと感じ、恐
怖感・不安感が増すと相手の顔色をうかがうようになり、
言いなりにならないといけない状況になります。これが
ＤＶの特徴です。身体的な暴力が無くても、大声を出す、
物にあたるなど、相手を怖がらせる行為がＤＶです。

ＤＶの渦中にいる子どもも被害者であり、深刻な
状況に陥っている
　児童虐待防止法の改正により、子どもにＤＶを見せる
行為は児童虐待（心理的虐待）に該当します。福井大学
の友田明美教授がハーバード大学と共同で行った研究結
果では、夫婦間のＤＶを目撃した人と目撃した経験がな
い人とでグループ分けをして脳のＭＲＩをとり比較した
ところ、前者には脳の萎縮が認められ、また、身体的な
暴力よりも暴言の方が子どもの脳に深刻な影響を与える
こともわかりました。ＤＶの渦中にいる子どもは脳が萎
縮することで記憶力や学習能力が低下します。学校に行
っても落ち着いて勉強ができません。子どもは安心して
生活できず、自尊感情も低下します。母子で暴力のない
安全な場所に避難したとしても不安感は簡単には消えま

せん。学校に行けずに引きこもりになる場合もあります。
学習能力が低下するため学校では個別支援が必要になる
場合もあります。子どもは自身が抱える不安な気持ちを
母親に言えないこともあります。家の中に居辛さを感じ
て母親に攻撃的になる子どももいます。そうなると母は
攻撃的なわが子を通して暴力を振るう夫を見てしまいま
す。このようにＤＶが子どもに与える影響は深刻であり、
子どもが回復するためにはより早期にケアをする必要が
あります。

ＤＶの原因の１つに男女不平等がある
　女性の被害者が多い原因の１つには男女不平等があり
ます。まだ日本の社会の中には、夫婦間や恋人間のよう
な親密な関係である場合には男性が女性を思い通りにし
てもよいと考える人がいます。男女が同じように働いて
いても、働き続ける上では男女間で格差があります。女
性の管理職の割合は少ないですし、政治分野でも女性議
員の割合は低いです。「財布の紐は妻が握り、夫はお小
遣いを上げてもらうように妻に頼んでいる家庭が多いの
では？」と思う人もいますが、ＤＶのある家庭では財布
の紐は握らせてもらえません。握っていたとしても生活
費の部分だけであり、家を買う、車を買うといった生活
費以外の部分の決定権は夫にあります。「女性は強くなっ
た」という人は多いですが、本当にそうでしょうか？ジ
ェンダーギャップ (注 ) 指数を見ると日本は先進国の中で
は経済的・政治的分野において依然女性の割合が低い状
態が続いています。しかし、普段の生活をしているなか
では男女不平等が見えにくいです。男女平等の社会では
ＤＶは少ないといわれていますので、目指すべきは結果
としての男女平等社会です。自分はそうじゃないとして
も、まだまだＤＶの被害に遭っている女性はたくさんい
て、子どもたちもかなり深刻な問題を抱えているという
ことを理解して欲しいと思います。
注�　ジェンダーギャップ指数 ･･･ 世界経済フォーラムが毎
年公表している世界各国の男女間の不均衡を示す指数。
経済、教育、政治、教育の４つの指数からなる。
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枚方の民話「出口村の龍神さま」
＜夕づるの会＞
「枚方にこんな素
敵な民話があった
なんて知らなかっ
た」と涙しながら
観劇下さった沢山
のお客様。これからも枚方のステキを皆様に
お届けします。

夕づる人形劇場

CAPおとな向けワークショップ
参加者のみなさ
んが熱心に聞い
て下さり、感謝
の気持ちでいっ
ぱいです。参加
された方から「も
っと CAP が広まってほしい」「再受講して
CAP の内容を思い出すことができてよかっ
た」などの感想を頂き有難かったです。

しまもとＣＡＰ

＜夕づるの会＞
夕づるカフェはフリ
ースペースです。お
弁当持込みOK！ゆ
っくりくつろいでく
ださい。来年も、お
にぎり・お菓子・コーヒー・紅茶・和茶とり
そろえてお待ちしています。

夕づるカフェ

とれぶ出版部の作
品と LIP のバック
ナンバーを展示し
ました。とくに出
版部は、ふだん発
表の機会がなく、
年に一度の貴重な発表の場になってます。極
小出版という、おそらく他にあまりない、珍
しい活動をしています。フェスタでは、自作
品を書籍化したい人にも会えました♪

ＬＩＰ編集局＆とれぶ出版部

テーマは自由に。
一人でも多くの
方に読んでいた
だく事を目標に、
文字を大きくし
たり絵や写真で工夫しました。熱心に展示作
品を読んで下さる人から感想も寄せていただ
きました。

エッセイサークル文文

五行歌（ごぎょ
うか：五行に書
く短い詩）の作
品を展示しまし
た。作品を見て、
「共感します」な
ど来場者から感想をいただき、励みになりま
した。初めて出会う方々とふれあい語り合い、
今年も参加できてよかったです。

五行歌ひらかた歌会

子どもや大人に見
たり椅子に座った
りして楽しんでも
らえました。重い
作品が多く、持ち
帰っていただくに
は難があることが判明し、建築端材の限界を
感じたりしましたが、ウィル・フェスタに参
加したおかげで展示作品を多くの方に見てい
ただきました。

手作り木工　タマ

毎年季節を感じら
れる作品を描いて
います。フェスタ
に参加することが
励みとなり個性豊
かな作品を展示す
ることが出来ました。会員同士の交流も深ま
り、見ていただいた方々とのふれあいもあり、
楽しい一日でした。

墨雅の会

展示の記事を熱
心に読んでくだ
さるみなさんの
姿を見て、暴力
防止への関心の
高さを感じまし
た。一人でも多くの方にCAP を伝えたいと
思いました。

しまもとＣＡＰ

昨年に引き続いて3
回目の参加ですが、
たくさんの来場者
の方々に人権擁護
委員の役割や活動
内容を知っていた
だける大変有意義な機会となりました。

枚方地区人権擁護委員会

今回は始めに太極拳
での基本的な立禅
（準備運動）足の運び
の練習を行いました。
その後、参加者の皆
様と一緒に太極拳、２人一組での推手を楽し
く気持ちよく演武することができました。ま
た機会があれば参加したいです。

楊式太極拳＜談遊会＞

絵本の読み聞かせ・工作体験（小物入れ・花）
牛乳パックを使った持ち手の付いた小物入れ
や新聞紙のカラー刷
り部分を使ったカラ
フルな花づくりの工
作体験をしていただ
きました。工作コー
ナーは大盛況で５歳～ 70代の世代間交流が
とてもほほえましかったです。参加された大
人や子どもまで熱心に手づくりの楽しさを体
験されたことと思います。

図書館フレンズ＆
エッセイサークル文文

LGBT（＝L（レズビアン）女性同性愛者、G（ゲイ）男性同性愛者、B（バ
イセクシュアル）同性も異性も恋愛対象である人、T（トランスジェンダー）
心の性と身体の性に不一致を感じる人、の頭文字）パネル展示や、ワーク・
ライフ・バランスに関する啓発パネルを展示しました。

２階フロアー

�今年も市民公募による講座や
活動発表の場として開催しました。
多彩な取り組みを多くの来場者に
知っていただく機会となりました！
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プチフェイシャル
（フェイシャルリンパドレナージュ）
昨年に引き続き、2回目の出展で
した。昨年と同様、２コース用意
し、共にご利用がありました。午
前中と午後 3時以降は立て続けに
忙しく、昼過ぎから3時ごろまでは比較的すいていました。
他の出展者さんと出会うことは客観的な意見を聞けたり、
苦手な分野を補ってもらえたりするので助かります。異業
種の方のお話を聞くことも楽しかったです。

絵美工房

（ステンドグラスのバレッタ・トンボ玉等）アクセサリー、ボールペン・アクリル
原画の販売など
たくさんの方に作品を見て、お声
がけ頂きとても嬉しかったです。なかなか起業まではま
だ勇気はでませんが、今回の経験を活かしてゆっくり一
歩ずつでも成長していけたらなと思った一日でした。あ
りがとうございました。

「Rabbits　Farm」

（ハーバリウム、アロマクラフト等�）の販売、ハーバリウムワークショ
ップ
今回の出展では、ハーバリウムが
どういうものかを知ってもらうよい機会となりました。初
めての出展ということで、緊張で不手際な点もありました
が、当初の販売目標を大きく超えた今回の結果はとても
嬉しく思います。

居場所事業所　ひらぽ
（パープルリボンのクリスマスリース販売）
商品製作からその販売まで、初め
ての試みでした。当日はもちろん、
商品製作の段階からお客さん（他者）を意識する体験とな
りました。おかげさまで販売はうまくいきました。各々の
自信につながればと思います。

花のアトリエ　Kyoko
（クリスマスがテーマの��）フラワーアレンジメント
ウィル・フェスタに参加させて
いただきありがとうございまし
た。収支報告を出すことで大
変勉強になりました。また異業種の方達との交流ができて
楽しかったです。次回、機会があれば参加したいと思います。

味Ｙ屋（陶芸作品）
3回目の出展となり、フェスタ仲
間と一緒に参加できる事がとても
楽しみでした。またそれぞれの道
でコツコツと積み重ね活動されて
いる事に刺激を頂き、また来年も少しでも作品を手に取
って頂けるよう大切に活動していきたいです。

絵本作家のハンドリーディング
（手相占いと絵本販売）
多くの方々の手相を観させて頂き、
本当に楽しかったです。鑑定後に
は、ぱあっと表情が明るく変わら
れる瞬間を見られ、幸せをいっぱ
い頂きました。絵本もたくさん買って頂き、出展 3年目
ですが、毎年すごく学ばせてもらってます。

二八の会
（紫微斗数＆観音カード）
今年はいろいろな団体も参加されて
いて、にぎやかでした。枚方で活動
されている素敵な方々と共に参加・交流できてよかった
です。このウィル・フェスタがもっと市民の方々に愛され
る場になれば、うれしいです。

「ハッピー！アクセサリー！」＆「菊いも屋さん」
（さいころゲームdeアクセサリー、菊芋の販売）
３年目になります。さいころを
振って出た数で好きなアクセサ
リーを選んでもらうゲームです。
皆さんに楽しんでもらえました。
菊いも屋では今回は昨年買わ
れた方達が多かったようで、菊芋について聞かれることも
なく、数も少なかったので、早く売り切れました。

アンソレイエ＆ブルーローズ
（インナーチィルドカード）
思いもよらない出会いがありカ
ードをしていく上で自身が感動
しました。思った以上にお客さ
まが来てくださって感謝です。また出展させていただき
たいと思います。ありがとうございました。

hiro
（カラーセラピー）
気になるカラーボトルを選んで
カラーの意味とメッセージをお
伝えし、短時間ですがその方
にあったカウンセリング、コーチング手法でお話しさせて
頂きました。多くの方に来て頂き楽しく充実した時間でし
た。ありがとうございました。

ワンテーブルショップワンテーブルショップ
ウィル・

フェスタ

ウィル・フェスタでは３回目となる毎年好評のワンテーブルショップを今年も実施しました。起業体験を希望する方や起業を目指
す多くの市民・グループに応募していただき、手作り作品の販売や、占い、マッサージなどいろいろな内容で出展していただき
ました。また、男女共生フロア・ウィルでは女性のための起業セミナーを今年も開催しましたが、起業セミナーの受講者からも
応募があり、起業の体験を実践するよい機会になりました。ウィル・フェスタ当日には、11グループがワンテーブルショップを出展、
多くの参加者が来場され賑やかで終始楽しい雰囲気の中で出展者同士の交流や市民の方との出会いがありました。

２０１８
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男女共生フロア・ウィル図書コーナーでは、男女共同参画に関する図書や行政資料、報告書のほか、女性のさまざ
まな問題解決に役立つ図書を中心に取り揃えています。2018年度に受け入れた図書の一部をご紹介します。

書　名 著　者 出版社
僕たちのカラフルな毎日　弁護士夫夫の波瀾万丈奮闘記 南　和行／吉田　昌史 産業編集センター
妻の病気の９割は夫がつくる 石蔵　文信 マキノ出版
あなたのためなら死んでもいいわ　自分を見失う「共依存」 水澤　都加佐 春秋社
防災＆非常時ごはんブック 草野　かおる Discover
怒りに負ける人、怒りを生かす人 安藤　俊介 朝日新聞出版
ある日突然、普通のママが子どものネットトラブルに青ざめる 長谷川　陽子 アイエス・エヌ株式会社

『僕たちのカラフルな毎日
　　弁護士夫夫の波瀾万丈奮闘記』　　　　　　　　　　　　　　　　　
何気ない日常をわざわざ本にする意味
があるとすれば、「同性愛者だからって、
なんてことはない日常ですよ」という
ことを人に伝えること。弁護士夫

ふう
夫
ふ
が

綴る心があたたかくなる一冊です。
『妻の病気の９割は夫がつくる』は、
「夫

ふ
源
げん
病
びょう
（夫の言動や態度によるスト

レスが原因で妻が体調不良になるこ
と）」をテーマにした著者２冊目の著
書。前著よりもさらに詳しく、夫の何
が妻にとってそんなにストレスなのか、
多くの実例から夫へのアドバイスを送ります。
『あなたのためなら死んでもいいわ
�　　　　　　　　　　　自分を見失う「共依存」』

「自己喪失の病」ともいわれる「共依
存」。今日から自分のために生きてみ
ませんか？著者の長年の臨床経験から
生まれた実践的な解決策が満載です。

『防災＆非常時ごはんブック』ではいざという時に必
要な「自分で考えて、行動する力」を
養うため、災害時の知恵や知識につい
てマンガでわかりやすく説明します。
いつ、どこで災害が起こっても命が守
られるよう備えませんか。

『怒りに負ける人、怒りを生かす人』は、
「ムダに怒るのはあなたの時間とエネルギーがもった
いない。」「怒るべきときに怒れないではあなたの人生
がもったいない。」と気づきを与えてくれます。怒り
と上手につきあうための方法が満載。必読です。
最後に、『ある日突然、普通のママが子どものネット
トラブルに青ざめる』を紹介します。ネットで何をし
たらトラブルに巻き込まれるのか、を学ぶことなくネ
ット社会で生きる子どもたち。ネット
社会の実態と危険性を知り、子どもた
ちの未来を守る第一歩をスタートしま
せんか。

ウィルの図書・ＤＶＤは枚方市在住・在勤・在学の方ならどなたでも借りることができます

ウィル図書カードがあれば一度に３冊まで（ＤＶＤは 2点まで）２週間貸し出し
しています。
ウィル図書カードを作るには
◆住所が確認できる免許証、保険証等のご提示をお願いします。
◆�「男女共生フロア・ウィル図書カード登録票」にご記入していただくだけで
図書カードを即日発行、その日から図書やＤＶＤを借りていただけます。

２０１８年度
ウィル図書コーナーから
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枚方市人権政策室男女共同参画担当
2018 年度実施講座
実施日 講　　座

6 月 23 日（土）

枚方市男女共同参画週間事業　　
男女が共に生きやすい社会を！
　もっと元気に　もっと楽しく　生きるためのパートナーシップ
　のすすめ

7 月 7 日（土） 女性のための法律講座　
離婚を決断する前に知っておきたい法律の基礎知識

7 月 21 日（土） 子育てパパ向け講座
子どもの発達と夫婦のパートナーシップ

8 月 4 日（土） パパと遊ぼう！身近なものが遊び道具に大変身！
9 月 20 日（木） 女性のための基礎から学ぶ起業セミナー①
9 月 27 日（木） 女性のための基礎から学ぶ起業セミナー②
10 月 10 日（水） 家族間の共依存

①11月 5 日（月）
②11月19日（月）
③12月 3 日（月）

ウィル連続講座　
自立を考えるあなたへ～知っておきたい知識と準備～�
①離婚が頭をよぎったら知っておきたいお金の話
　～家計・保険・仕事～
②離婚しても困らないための住宅探しの基礎知識
③離婚を決断する前に知っておきたい法律の基礎知識

11 月 18 日（土）

ウィル・フェスタ2018
　�一人芝居「電話の女」（女性に対する暴力をなくす運動週間事業）
　映画「モアナと伝説の海」上映会（２回上映）
ウィル deインストラクター
　（市民公募による講座等）５グループ
ウィル deオーナー
　（市民公募による展示・カフェ）９グループ
　（ワークライフバランスパネル展、LGBTパネル展含む）
ウィル・フェスタ�ワンテーブルショップ

2 月 7 日（木） アンガーマネジメント講座
2 月 21 日（木） ウィルdeシネマ「はじまりの街」（２回上映）
2 月 22 日（金） ウィルdeシネマ「ドリーム」（２回上映）

3 月 14 日（木） ＣＭに描かれる女性像
　　～つくられる「女らしさ」への気づき～

3 月 28 日（木） 「ひらかた・にじいろ宣言式」＆記念講演会

定例講座
5 月 9 日（水） シングルマザーのお気軽サロン

ひとり親制度説明会とお気軽サロン（交流会）
6 月 2 日（土） シングルマザーのお気軽サロン（交流会）マッサージ体験付
9 月 1 日（土） シングルマザーのお気軽サロン（陶芸体験＆交流会）

11 月 7 日（水） シングルマザーのお気軽サロン
ひとり親制度説明会とお気軽サロン（交流会）

12 月 1 日（土） シングルマザーのお気軽サロン（交流会）マッサージ体験付
シングルマザーのお気軽サロン交流会　　7 月・10 月・2 月・3 月

寄り道講座
6 月 26 日（火） お仕事帰りのリラックスヨガ
7 月 24 日（火） ウィル寄り道映画会「ローラーガールズ・ダイアリー」
9 月 11 日（火） 世界で一冊の美しい和綴じノートをつくろう！
10 月 30 日（火） 自分でできるセルフマッサージでリラックス！
11 月 20 日（火） 身近なことから始める防災
12 月 11 日（火） 気軽に！簡単！私だけのクリスマスリースをつくろう
1 月 22 日（火） ポプリにもなるかわいいアクリルたわしを作ってみよう！
2 月 26 日（火） ウィル寄り道映画会　「白雪姫と鏡の女王」
3 月 26 日（火） 性別って 2 つだけ？～多様な性のあり方～

女性のための相談案内（祝日休み）
面接相談
女性が抱える様々な悩みを受け止め、自分自身の力で次へ
進めるように女性相談員がサポートします。
要予約 � １回 50 分
相談日 � 水曜日　午後１時～午後４時10分
� 木曜日　午後２時50分～午後７時30分
� 金曜日　午前10時～午後３時　

電話相談　専用電話 072-843-7860
女性が抱える様々な悩みについて電話で相談できます。女
性相談員が対応します。
予約不要 � 受付は終了時間の20分前まで
相 談 日 � 火曜日　午後３時～午後８時
� 水曜日　午後１時～午後５時
� 木曜日　午前10時～午後３時

法律相談
離婚問題、家族間のトラブル、相続など女性が抱える法律
上の問題について女性弁護士が相談に応じます。
要予約 � 30分（年度につき 1回限り）
相談日 � 第１土曜日・第２金曜日
　　　　　　　　　　　午後１時20分～午後３時50分
� 第３木曜日　午後５時20分～午後７時50分
� 第４火曜日　午前10時20分～午後０時50分

4 月から開設する相談窓口（祝日休み）
ＬＧＢＴ電話相談　072-843-5730
性的マイノリティの当事者や家族などが抱える様々な悩み
について電話で相談できます。
専門の相談員が対応します。
予約不要 � 受付は終了時間の20分前まで
相 談 日 � 第２木曜日　午後３時～午後８時

男性のための電話相談　072-843-5730
男性が抱える様々な悩みについて電話で相談できます。男
性相談員が対応します。
予約不要 � 受付は終了時間の20分前まで
相 談 日 � 第１土曜日　午後２時～午後５時
� 第４木曜日　午後６時～午後８時

表紙・本文イラスト /タツトミカオ（絵本作家）
編集後記
　性別に関わらず誰もがいきいきと自分らしく暮らせる社会の実現に向
けて、男女共生フロア・ウィルではさまざまな取り組みを市民の皆さん
と一緒に進めてきました。今回も講演会での貴重なお話をより多くの
方にお伝えするとともに、講座などのご紹介を掲載しました。また性的
マイノリティについてのお話や LGBTについて枚方市の取り組み内容
なども掲載しています。今後も各種啓発講座や本誌「モアメイム」な
どの発行を通じて、男女共同参画をより多くの方に、より身近に感じて
いただけるよう取り組んでまいります。今後とも男女共生フロア・ウィ
ルをよろしくお願いいたします。

2019 年 3月
編集・発行／枚方市市長公室人権政策室（男女共同参画担当）　枚方市男女共生フロア・ウィル
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� TEL�072-843-5636（枚方市男女共生フロア・ウィル）　050-7102-3239（人権政策室�男女共同参画担当）FAX�072-843-5637

《予約・お問い合わせ》
枚方市男女共生フロア・ウィル
（ひらかたサンプラザ 3号館 4階）

TEL 072-843-5636　FAX 072-843-5637
●平日・第１土曜日／午前 9時～午後 5時 30分
��������　※ただし、火・木曜日は午後８時まで
●休所日／�第１土曜日を除く土・日・祝日・
　　　　　年末年始


