プリエールねっと通信
2022.2 月号

❑プリエールねっと
合同自主企画講座のご案内

３月１３日（日）
午前の部 11:00～13:00
午後の部 13:30～15:30

（開場は各 30 分前）
会場

市民活動センター 504 研修室

入場定員 各回 30 名 （当日先着順）
入場無料
託児 無料
対象：満 1 歳～就学前児
申込み先：男女共同参画センター
(℡：0852-32-1190)
主催：まつえ男女共同参画ネットワーク
（プリエールねっと）

共催：松江市（男女共同参画センター）
※コロナの感染状況によっては変更の可能
性がありますのでご承知おきください。
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© Pathe Productions Limited, Channel Four Television
Corporation and The British Film Institute 2015. All rights
reserved
《女性には投票権も親権さえも認められていなかった 1912 年
のイギリス、ロンドンでは、女性による参政権運動が先鋭化し
ていた。そのカリスマ的リーダーであるエメリン・パンクハー
ストは、平和的な抗議が黙殺される現状に「言葉よりも行動を」
と呼びかけた。
》
実話をもとにしたこの映画は、階級の垣根なく結束し、権利を
求めて立ち上がった女性たちを描き出す感動作。昨年の「あす
てらすフェスティバル」で上映され好評を博し、プリエールね
っとでも上映会を企画しました。ぜひご覧ください。
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原発事故！その時、あなたはどうやって避難する？

昨年 8 月 29 日。「ベアテの贈りもの」を届ける
会主催で、原発事故が発生した際の「特殊な課題
を抱えた避難」について考える講演とワークショップ
が開催されました。

課題は何か ②被曝を避けるためにはどうすれば良
いか ③避難道路は通行可能か？ ④避難先での
生活再建に不安なことは何？」等について、各グル
ープで意見が交わされました。
それぞれに、自分と家族が実際に避難しなけれ
ばならないことを想定し、起こり得るありとあらゆるこ
とを書き出してもらう作業は、原発事故時の避難が
「計画」どおりにはいかないことを実感せざるを得な
かったようでした。

同会から、原発事故時の避難には、①被曝を防
止すること②生活を守ること③差別から自分を守る
ことという、特殊な課題が発生することを説明し、ど
うすれば自分と家族の安全を守ることができるのか、
一緒に考えていただきたいと、企画の趣旨が話され
ました。
また、防災と言うと、どうしても男性の仕事ととらえ
られる場合が多く、Ｗｅｂ上で紹介されるイラストを
見ても、男性が中心にいて指示を出し、女性や子ど
もが受け身のシーンを描いたものしかほぼ見当たら
ないことからも、根強い役割分担
が残っている部門です。同会か
らは、「災害の影響は誰にも降り

ワークショップで、参加者の皆さんから書き出して
いただいた言葉から共通してうかがえるのは、①必
要な情報は本当に届くのか？②平日の日中は、家
族はバラバラで、仕事上、早
く帰ることはできない。家族が
一緒に避難することは難しい。

かかることであり、共に考える機
会としたい」「ワーショップでは、進
行役を男女同数となるよう、グル
ープで決めてください」とワークシ
ョップを行うにあたって、参加者
に呼びかけられました。
最初に 1 時間程度、「広域避
難計画」の概要と避難行動が抱える様々な問題に
ついて紹介されました。その後、「大地震が発生し、

③高齢の両親のトイレなど不
安④障がいのある子どもを抱
え、集団生活は不安など、
「避難に対する大きな不安」
があるようでした。そして、「被
曝をしないでスムーズに避難
するのは難しい。原発をなくし
て欲しい！」との切実な声も出ていました。
日常生活では、実際の災害発生も避難生活もリ

平日の日中に避難をしなければならなくなった。地
震のために、通行不能となった道路がある。」との条
件の下、各グループで「①自分と家族が抱えている

アルに考える機会はありませんが、こんなふうに想
像する時間が、役に立つと良いですね。
２

プリエールねっと交流部企画講座報告

ジェンダー研修会

自分らしく生きる～多様な性と人権を学び、これからを考えよう～
多賀法華さんと島根のちょっこし LGBTQ 相談室の皆さん
そして、「皆さんそれぞれに悩み、育った中から、
今のように率直に話し合える状態に成長されて来
ておられること、素晴らしいことです。良き仲間との
出会いが恵まれてステキです。男らしく、女らしくの
育て方が小さい頃からあり、大なり小なり子どもを苦
しめていると思います。自分らしく生きることが一番
大切だという社会であってほしい」「カミングアウトな

1 月 22 日に市民活動センター202 研修室でプ
リエールねっと交流部企画講座ジェンダー研修会
を開催しました。雲南市で議員として活動している
多賀法華（たが のりか）さんと、一緒に活動する
「島根のちょっこし LGBTQ 相談室」の仲間の皆さん
5 人が講師を務められ、それぞれの体験を通して
の講演をしていただきました。

ど特別な事をしないでも思うままに行動されて良い
と思います。『法律違反しなければ OK です！』と広
く言いたいので、法律を変えて皆が生きやすい世の
中なってほしいです」「女、男、関係なく、一人一人
がありのまま、生きていける社会になるのが一番良
いことなんだと思います」と性にこだわることのない
社会であってほしい、そういう社会にしなければとい
う声もありました。

皆さんそれぞれに性に対する違和感を持ちなが
ら悩み、生活している中で様々なことに折り合いを
つけ、暮らすうえでの息苦しさを抱えながらも前向
きに行動していらっしゃいます。
受講者の皆さんからの感想にも「人を型にはめ
るのではなく、１人１人自由に自分らしく生きられる
社会に、ちょっこしでも声をあげたり、つながってい
けたらと思いました」「今回はもっと、繊細な、悩ん
でいる問題を提出してくれたものでとてもよかった」
「小さい頃に“ジェンダーについて知識があったら早
くに楽になった”という言葉は共感できた」などの声

「世の中の常識を教えることが、教育、幸せと思
い、おしつけていることが多いと思う中で、その前
に、あなたは、あなたのままで良い！と思えることが

がありました。
また「お話しがきけたことよかったです。いろんな
人がいることを認めているつもりだったけど、理解は
できてなかった」「みなさんの本音のような話しが聞
けるという機会は初めてでした。もしかして、私自身
ひどいことも言ったかも知れないと反省し、改めて
学ぶ必要を感じました」と、自身の認識を改める機
会にもなったようです。

大事なんだと学べました」という声もありました。
小さい時からの教育は大事だと思います。スウェ
ーデンの幼稚園では、性別や髪の色、肌の色など
で差別しないよう、遊びや人形などおもちゃを工夫
し、性や人種などで差別しない教育を実践されて
います。お互いのありのままを受け入れ、認め合う
ことができる社会を目指して、今回の講演を参考に
私たちができるところから取り組んでいきましょう。
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インフォメーション
市民企画講座

「段 どり」よく生 活する
〜 あなたの暮らしが見えますか？ パート２２ ～

“みんな老いる 今の年金と介護で大丈夫？”

３

／26(土)

３

／19(土)

１４：００～１５：３０

１３：３０～１５：３０

島根県は高齢化が全国でも早く進む地域であり、
高齢者は増加する一方で65才未満のいわゆる労
働生産年齢の人口は減る一方です。

忙しい世代が上手く生活するために…
・食生活の大切さとバランスの良い食事作りを手
間をかけずにするヒント
・家の整理のポイント
・時間の使い方
・環境にやさしい生活
…を伝えます。
★会 場 市民活動センター２０１・２０２
★参加費 ２００円 定員 ２０人
★主 催 全国友の会 松江友の会
★申込 み TEL/FAX ０８５２-２３-１６７６

すでに介護施設では働き手が不足しており、介護
労働に対する需要はますます増えるのに、供給は逆
に減っていくということが予想されます。また、サービ
スを受ける場合の負担割合も増加する傾向にあり、
こうした中で、老いても心豊かに生活するためにはど
んな制度であったらよいのか？自分たちの現状と制
度について考えます。
★会 場 市民活動センター５０１・５０２
★参加費 ３００円 定員 ３０人

メール matsue.tomonokai@gmail.com

★主 催 Ⅰ女性会議しまね
★申込み TEL ０９０-４５７６-７４０４（河瀬）

詳細は、それぞれの主催団体にお尋ねください
使ってみようジェンダー用語―
パリテ（parité）ってなに？
パリテとは「同等、同一」を意味するフランス語。フランスでは、2000 年に通称パリテ法と呼ばれる法律が
制定されました。この法律には、選挙の際、「比例候補者名簿の記載順を男女交互にする」、「政党からの
候補者を男女同数にする」などが定められ、違反した名簿は不受理となり、また、下院では候補者の男女
差が 2％を越えた場合などは、国から政党への助成金が減額される罰則も規定されています。
この法律の名前から、日本では「パリテ」を「議員の男女比率を同率にする」ことをはじめとして、意思決定
の場での男女が同数になることを表す言葉として使われています。2018 年の国会で「男女の候補者数をで
きる限り均等にする」とした『政治分野における男女共同参画推進法』が成立しました。これによって、国や
自治体は施策を策定し実施に努め、政党は目標を定めるなど、女性の政治参画を促しています。「議会を
パリテ（男女半々）に」というキャンペーンも行われました。
編集後記
コロナウイルス感染症は、年明けとともに「オミクロン」という変異ウイルスに置き換わり、一層、感染が拡大
する状況となってしまいました。ＷＥＢで会議も講演会もこなすことに慣れてきましたが、やっぱり会って話した
いですね。今年も工夫しながら、差別のない社会に向かって一歩でも進んでいきましょう。
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