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情報誌 サンクス

飯塚市男女共同参画推進センター

施設名の愛称「サンクス」の由来
多くの女性が太陽「サン」のように輝き、家庭でも街でも楠「クス」
のように大きく枝を広げて欲しいという願いが込められています。
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P2　令和３年度　男女共同参画推進補助金交付事業 報告
P3　男女共同参画推進センターの登録団体の紹介・登録団体の募集
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　令和３年 12 月４日（土）イイヅカコスモスコモンにおいて、第 15 回サンクスフォーラムを開催しました。
　市内で活動する団体と、個人会員により構成された「第 15 回サンクスフォーラム実行委員会」において、
コロナ禍でも開催できるように検討を進めてまいりました。
　コロナ禍により、実行委員会議の開催も制限された中で、「男女共同参画社会の実現」をめざし、市民の
皆さまにも伝わりやすい講演会でありたいという願いと、現在も私たちの生活を脅かしている新型コロナウ
イルスの感染症の拡大が、私たちに与える影響について、原宿カウンセリングセンターの初代所長であり、
現在も同センターにおいて活躍されている信田さよ子さんをお招きし、「コロナ禍の家族と私～一人ひとり
が人生の主人公～」をテーマに、ご講演いただき、約 130 人の方にご参加いただきました。

　講演の中で、信田さんは、長引くコロナウイルス感染症拡大は、在宅勤務の増加による家族間の関わりの
変化や、経済状況の悪化によるストレスの増加などがもたらす家族への影響について、カウンセリングセン
ターでの経験にユーモアも加え、わかりやすくお話ししていただきました。

　一昨年前からのコロナ禍によって、色々な講演会を中止せざるを得なかった中で、幸いにも原宿カウンセ
リングセンターでは、10 人のスタッフも相談者も感染しなかった。そして今回の飯塚市のサンクスフォー
ラムは、感染者も減少し、次の第６波が来るのかどうか？という間なのかもしれないが、東京から飛行機で
直接飯塚市に入れたこと、そして今回開催できたことが本当にラッキーです。という信田さんのお言葉もあ
りましたが、市民の皆さまをはじめ、多くの方に講演会に参加していただいたことに感謝し、信田さよ子さ
んを飯塚市にお招きできたことをうれしく思います。
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新型コロナウイルス感染症対策

⃝感染状況により、開催⽅法が変更になる場合があります。

⃝感染防⽌のため、⼊場される⽅はマスクの着⽤、⼿指消毒、

 検温のご協⼒をお願いします。

（撮影：上平庸⽂）

sunkusu＠city.iizuka.lg.jp

講演会

コスモスコモン駐⾞場または⽴体駐⾞場をご利⽤の⽅は、駐⾞料⾦

の⼀部を補助しますので、会場に駐⾞券をお持ちください。

市内工事業者の令和４年度の競争入札参加者の主観点数の加点対象については、市ホームページで確認してください。
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　男女共同参画社会の実現にむけて活動する団体に、男女共同参画問題解決のための事業に対し、補助
金を交付しています。その補助金によって開催された「男女共同参画推進事業」です。

講 座 名 目 　　的
令和３年 10 月 30 日（土）

女性の声を政治に！
【講師】辻本 美恵子さん
（筑紫野市議会議員）

辻本さんは常に、「暮らしは政治！」と思い、議員活動を続けています。日
常生活に細かくかかわっている女性こそが政治に適性があると強調されま
した。「女性は男性よりも日常生活の中で、課題を見つけ、生活の中で私た
ちに必要なこと、必要なもの、必要な人材、制度への気づきがあり、議会
や社会生活において、具体的な方法を提案できるはず。だから女性は声を
出すべきである。」と、参加者を励まされました。

令和３年 11 月 14 日（日）

谷口たかひささん講演会
～未来の子どもたちのために
今日から始める SDGs ～

【講師】谷口 たかひささん
（環境活動家）

飯塚市役所の多目的ホールにて日曜日に開催しました。会場の人数制限が
あり、急きょ講師から承諾をとり同時配信することにしました。当日の会
場には 37 名、オンラインで 11 名が参加 ( バリ島からの視聴あり )。講演
回数 811 回目の谷口さんが「環境」を切り口に、経済と環境破壊の関連性
や環境保護のために立ち上がった世界中の子どもや大人たちの情報など映
像を交え説明し、私たちに今できることをわかりやすく教えてくれました。

令和４年１月 30 日（日）、
　　　　２月 11 日（金・祝）

子どもとけんり
子どもの人権と合理的配慮

【講師】後藤 富和さん
弁護士（九州弁護士会人権擁護委員
会・福岡県弁護士会 LGBT 委員会）

子どもの権利条約が批准されて 25 年がすぎました。中学生、元中学生向
けの講座では講師が進行役となり、子どもの人権についてグループごとに
話し合い意見を出し合っていく参加型講座を実施しました。大人向けでは
始めに講師が担任役、中学生が委員役、参加者が生徒役となり授業開始の
役割演技があり、生徒役として怖さを感じました。その後子どもの人権と
合理的配慮の視点から、子どもを取り巻く環境について学びました。

令和４年３月 12 日（土）

ICT 教育と子どもの育ち
【講師】中茎　隆さん
（九州工業大学教授）
古賀 彩子さん

（PLAY FUKUOKA 代表）

コロナ禍で一気に進められた ICT 教育。子どもの教育には何が必要で、ど
のような視点を持つことが重要なのでしょうか。さらに、子どもの成長と
発達を考えた ICT 教育はどのように考えていけば良いのでしょう。ICT 教
育と、子どもの遊び。異なる専門家の二人、九州工業大学教授の中茎隆さ
んと、「PLAY　FUKUOKA」の古賀彩子さんを招き、参加者が主体的に問
題点や不明点を話し合いました。

令和４年３月 21 日（月・祝）

フラワーデモ・性暴力０（ゼロ）
のまちに　～知っていますか？福岡
県性暴力根絶条例～

【講師】黒瀬 まり子さん
（臨床心理士）

フラワーデモは性暴力事件への無罪判決をきっかけに、性暴力に抗議する
ため平成 31 年（2019 年）4 月 11 日に始まり、国の「性犯罪・性暴力対
策の強化の方針」令和２年（2020 年）でも言及されました。フラワーデ
モふくおかの呼びかけ人で臨床心理士の黒瀬まり子さんから、性暴力のこ
と・フラワーデモのことを学びました。

令和４年３月 26 日（土）

10 代 20 代の女性のリアル
～夜回りと相談活動の前場から～

【講師】大西 良さん
（筑紫女学園大学准教授）

ＪＫビジネスなど若年層の女性への性的な暴力は深刻な状況です。パープ
ルエイドでは、10 ～ 20 代前半の女性たちの話を聞き、同行支援・自立支
援をしています。スクールカウンセラーで若年ママの居場所づくりや眠育
にも取り組む、大西良筑紫女学園大学准教授から、県内の 10 代の女性の
状況を学びました。

令和３年度推進事業報告
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ほなみ男女共同参画
推進ネットワーク

　男女が性別に関わりなく個人として尊重され、それぞれの個性と能力が発揮できる男女共同参画社会の実現
を目指し平成 17 年１月に設立しました。
　女性が一人で働いても子どもを養育していくのが難しいのはなぜ？ 
　同じ条件の男女でも収入格差があるのはなぜだと思いますか？職場や学校
では 60％～ 70％の人が男女平等になっていないと回答しています。私たち
は男女共同参画が進まない複数の要因を考え、実現に向け活動している団体
です。
　男女共同参画を取り組みとして毎月、役員会、定例会を社会福祉協議会の
会議室を借りて実施しています。
　市との協働によるサンクスフォーラム実行委員会への参加や、講座等々に
参画し、知識の向上と他団体との親睦を深めています。
　SDGs 目標５ジェンダー平等を実現しよう！
　2030 年迄の実現に向け、ほなみ男女共同参画ネットワークは、今後も真摯
に取り組んでいきます。

代表　山田　寄子

？登録できる団体は？
① 会則、予算などを備えた組織運営を行っていること。
② 男女共同参画推進を目的として、その目的に沿った活動計画が有ること。
③ 5 名以上で構成されていること。（市内居住者が半数以上であること）
④ 営利目的でないこと。
⑤ 市または関係機関が開催する男女共同参画推進の研修などに参加していること。

？登録すると？
〇センターの準備室が利用できます。
〇センターの準備室内の事務機器を使用することができます。
〇男女共同参画推進を目的とした施設の利用は、減免申請によって、使用料が減免されます。

？受付は？
随時受付をおこなっています。

サンクスHP

新規会員を募集しています！！新規会員を募集しています！！

登録団体紹介

男女共同参画推進センターでは「男女共同参画社会の
実現」をめざして活動している団体を応援します。

詳しくは男女共同参画推進センター
までお問い合わせください。

飯塚市男女共同参画推進センター　サンクス
●開館時間／９：00～22：00　●休館日／第１・３日曜日、年末年始（12月29日～１月３日）

●問い合わせ・申込受付時間／【平　日】８：30～17：15　【土曜日】８：30～12：30

〒 820-0041
福岡県飯塚市飯塚 14 番 67 号
イイヅカコミュニティセンター内
TEL（0948）22-7058
FAX（0948）22-3609
URL http://www.city.iizuka.lg.jp/
e-mail sunkusu@city.iizuka.lg.jp

お問い合わせ・相談申込・施設利用申込先

登録団体の募集
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