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松江市男女共同参画センター

情報誌
＊プリエールとは男女共同参画センターの愛称です。
フランス語で願い・祈りの意味を持ち公募によって決ま
りました。

今月のフォトギャラリー

プリエール男性講座2020 ワクワク･フォト･ライフ
プロに学ぶ！写真の撮り方・楽しみ方
<2020/12/12(土)市民活動センター201･202研修室>

講師：フリープロフォトグラファー

赤山シュウさん

写真の撮り方・楽しみ方
山陰で新聞や雑誌などで活躍中のフリーフォトグラファーの
赤山シュウさんに、カメラやスマートフォンを使った写真の
基礎知識や写真撮影のテクニックなど学び、プロのカメラマ
ンならではの写真の撮り方を教わりました。

日時：2020年12月12日(土)
10:00～11:30
会場：市民活動センター
201･202研修室
参加人数：14人

【参加者アンケート】
・妻といっしょに来たかった。家族の写真をたくさん撮ってい
きたい。
・写真を撮るにあたっての心構えが参考になりました。何枚も
撮りたいと思います。
・プロ・アマ問わず、大事なことを教えてもらった。これから
何が撮れるのか、とても楽しみです。
・参加して良かった。 勉強になりました。今後に活かしたい。

好評につき
第２弾！

プロに学ぶ！

<初級者向け>

写真の撮り方・楽しみ方
【日時】２月20日(土)
10:00～11:30
【会場】市民活動センター
多様性を尊重し年齢
や性別に関係なく自
分らしく社会と関
わっていきたい！

｢仕事｣中心からワー
ク･ライフ･バランス
でライフ(生活)を充実
させたい！

201･202研修室

▼男性が家事、子育て、介護、地域活動に積極的に参加するために必要なこと（複数回答）上位4項目
内閣府の意識調査によると今後、男性が家事、子育て、
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介護、地域活動を積極的に参加していくためにはどのよ
うなことが必要だと思うか聞いたところ、「夫婦や家族
間のコミュニケーションをよくはかること」が最も多く
挙げられています。次いで、上司や周囲の理解を進める
ことや、男性自身の抵抗感をなくすこと、社会での評価
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＊男性にとっての男女共同参画に関する意識調査(2019年内閣府）より

を高めることなどが挙げられています。

性別に関係なくみんなで
協力し合いましょう！

プロフィール

プリエール男性講座2020

講師

子どもの頃から写真家になろうと思われましたか？
幼い頃には、自衛官か消防士になりたいと思っ
ていました。学校や地域行事等で自衛官や消防士
の方々が活躍される姿を見て“かっこいい”と憧
れ自分も人を守る、助けるなど人の役に立ちたい
職業に就きたいと思いました。中学時代からオモ
チャの様な小さなポケットカメラで友人や風景写
真を撮る面白さに気づき、高校に進学して写真部
に入りました。

東京写真専門学校に在学中、サンケイスポーツ
新聞社写真部でのアルバイトやホテルニューオー
タニ写真室を経て、写真家・故植田正治氏が経営
する有限会社植田カメラに入社しました。本格的
に写真の勉強を始めたのはその頃からです。
故植田正治氏からは自分の好きな写真を撮る事
のみでなく、人のための写真を撮る事で収入を
得、生計を立てていけるよう基本から学ばせてい
ただきました。具体的には、証明写真を撮った
り、七五三、成人式や学校行事の写真を撮ったり
する営業写真です。様々な経験を積み25歳から
独立しました。

今後チャレンジしてみたいことは？
これまで静止画を撮る仕事ばかりしていました
が、今後はミラーレスカメラで動画を撮れるよう
にして表現していきたいと思います。

【営業内容】
雑誌撮影、広告撮影、イベント撮影、報
道としての撮影、出張ポートレート撮影、
写真教室講師、写真イベントの企画、動
画撮影、各種コンサルティング。

松江市美保関町出身。
東京写真専門学校報道写真学科卒業。
有限会社植田カメラに入社。
植田正治氏より生き方としての写真を学ぶ。
現在、山陰で新聞や雑誌の取材など、日夜奮闘中。

セカンドライフを迎えられた皆様にメッセージを

長年お勤めになったお仕事を終えてセカンドラ
イフを迎えられた皆様は、人生経験が豊富で人そ
れぞれ様々な見方をなさって来られたと思いま
す。
近年は現像も要らなくて取り扱いが簡単なデジ
タルカメラ(スマートフォン)が普及しています。
長年重ねて来られたビジョンを根底にして、第二
の人生をデジタルカメラで表現されてみられるの
も良いと思います。
毎日の生活の記録でも良し、ご自分の好きな物
や思いを映像に変えて残してみるのも良いと思い
ます。
デジタルカメラで第二の人生を楽しんでみられ
てはいかがでしょうか？
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プリエール男性講座

2月20日(土)

【初級者向け】
１

ﾌﾘｰﾌﾟﾛﾌｫﾄｸﾞﾗﾌｧｰ

プロに学ぶ！
写真の撮り方・楽しみ方
2020プリエール両立支援セミナー

２

日時/会場

イラッとしたときの処方箋
～仕事にも家庭にも役立つ
アンガーマネジメント

◎ハローワークで雇
用保険を受給されて
い る 方 が、こ の セ ミ
ナーを受講された場
合 は、求 職 活 動 実
績に該当します。

赤山シュウさん

オフィスびーぷらす
代表 岩成洋子さん

３ 「女性の権利を国際基準に」
～コロナ禍での女性の今とこれから～

弁護士
光谷

【対 象】男性
【受講料】無料
【定 員】先着15名

【定
【託

員】15人
児】無料

＊対象6ヶ月～就学前児
先着10人
託児締切:２/25(木)

3月7日(日)

女性の権利・ジェンダー平等学習会

考

＊定員になり次第、受付終了

3月3日(水)

プリエール市民企画講座

備

【定
【託

員】60人
児】無料

＊対象6ヶ月～就学前児
先着5人

香朱子さん

自分を好きになって 自分を信じて 創り上げた自由な発想が受け入れられる社会
みなさんが進んでいく社会への願い・想いのこもったキャッチフレーズを募集！
●ユース世代(15～20歳)のみなさん。これからの時代を創り上げていくのはみなさんです。
●自分の信念に従い、いろいろな生き方、自由な考え方をすることで、無限大の未来を創造していこう！

ユース世代(15～20歳)(2001<平成13>年～2007<平成19年>4月1日生)であれば
どなたでも応募できます。ただし、応募作品は未発表の自作のものに限ります。
2021年1/12(火)～同年2/26(金)まで
内閣府男女共同参画局ホームページのキャッチフレーズ募集ページ
から、応募フォームに、必要事項を入力して御応募ください。

http://www.gender.go.jp/public/week/week.html
内閣府男女共同参画局総務課
「男女共同参画週間キャッチフレーズ募集係」
TEL ０３－５２５３－２１１１（代表）

令和2年度
男女共同参画週間キャッチフレーズ

「ワクワク・ライフ・バランス」
松江市男女共同参画センターが
応募した作品が採用されました。

E-mail:gequality– kouhou@cao.go.jp
内閣府にて応募総数2,615点の中から審査の結果、
最優秀作品に選ばれました。

開館時間
休館

9:00～17:15
土日、祝日、年末年始
●女性相談/女性相談員があなたと一緒に考えます

●交通のご案内
JR松江駅から徒歩10分
天神町バス停ななめ前
松江大橋南詰め下車徒歩3分

＊なるべくご予約ください。（月･火･木･金）祝日、年末年始除く
10:00～16:00[電話又は面談]
●法律相談/弁護士＜女性＞と面談できます

〈要予約〉事前面談が必要です（毎月第２、４木曜日）
10:00～12:00(原則30分程度)[面談のみ]
〒690-0061
松江市白潟本町43
TEL 0852-32-1190

●カウンセリング/カウンセラー＜女性・公認心理師＞と面談できます
3階
FAX 0852-32-1191

〈要予約〉 （毎月第１、３火曜日）
10:00～14:00(原則60分)[面談のみ]

