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開館以来、「あすてらす」の管理運営や各種事業にご
尽力いただいております公益財団法人しまね女性センター
の皆様方に、まずもって深く感謝申し上げます。
また、日頃から各地域において、男女共同参画の推進に熱心に取り組んでいただいてい
る皆様方に厚くお礼申し上げます。
さて、県におきましては、平成１４年に「島根県男女共同参画推進条例」を制定し、
「あ
すてらす」を拠点として、これまで市町村や関係団体の皆様方と連携しながら広報・啓発
活動や調査・研究事業など、様々な取組を行ってまいりました。
平成２８年４月には「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」
（女性活躍推
進法）が全面施行され、働く女性がその個性と能力を十分に発揮でき、豊かで活力ある社
会の実現が求められています。
このたび県においては、
「人口減少に打ち勝ち、笑顔で暮らせる島根」の実現を目指し、
市町村や関係団体、県内各地域で開催しております「女性活躍１００人会議」などからの様々
なご意見を踏まえ、「島根創生計画」を策定いたしました。
本県においては、「女性の労働力率」が全国１位であるとともに、「子育て世代の女性の
労働力率」も１位であり、多くの女性の方々が仕事と家庭を両立しながら頑張っておられます。
県では、子育てしながら安心して家庭や仕事に取り組むことができる環境づくりや、仕事
や地域活動など、社会のあらゆる分野において女性一人ひとりが活躍できる環境づくりに一
層取り組んでまいります。
皆様方には、引き続き県の取組に対しまして格別のご理解とご協力を賜りますようお願い
申し上げます。
結びに、
「あすてらす」を拠点とした活動の一層の発展と、皆様方の益々のご健勝とご多
幸をお祈り申し上げ、ご挨拶といたします。

令和２年３月
島根県知事

丸山 達也
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施設の沿革
県民に親しまれる

平成 ７年

「あすてらす」をめざして
島根県立男女共同参画センターの開館２０年という節

7月14日
12月

女性総合センター整備基本構想検討委員会発足
女性総合センター整備基本構想発表

平成 8年 10月 4日
12月20日

基本設計発表
建設用地取得

平成 9年

建設工事着工
全国から愛称募集

7月 4日
9月

平成 10年 1月
10月12日
12月18日

愛称「あすてらす」に決定
財団法人しまね女性センター設立
建設工事完了

平成１１年の開館以前から、県内の女性たちは長年に渡って男女共同参画推進のための

平成 11年 3月10日
4月 1日

定礎式・竣工式
島根県立女性総合センター開館

拠点施設が必要との想いがありました。拠点整備の実現に向けて、各女性団体で構成する

平成 14年 4月 1日

島根県立男女共同参画センターに改称

「しまね女性会議」が中心となって寄付集めに奔走するなど、当時の女性たちのたぎるよう

平成 17年 4月 1日

指定管理制度導入

こうした先達の尽力により開館した「あすてらす」は、２０年という歳月をかけて多面的な

平成 20年 4月 1日

第2期（2年間）指定管理者となる

観点から男女共同参画の推進を図ってきました。東西に細長いだけでなく、中山間地や離

平成 22年 4月 1日

第3期（5年間）指定管理者となる

島も有しているという県土の特性に配慮して、館に留まることなく、市町村や島根県男女共

平成 25年 4月 1日

しまね女性センター、公益財団法人に移行

同参画サポーター（愛称：キラ☆サポ）等と連携して、地域に出かけて講座やセミナーを

平成 27年 4月 1日

第4期（5年間）指定管理者となる

数多く実施しています。また、開館１０年を過ぎた頃からは、男女共同参画に関わる機会が

令和 2年

第5期（5年間）指定管理者となる

目に、はからずも館を管理運営する財団の理事長、そして
「あすてらす」館長という大役を仰せつかり、身の引き
締まる思いです。

な情熱と行動力は、今でも鮮やかに脳裏に浮かびます。

少なかった男性、学生、高校生、勤労者を対象とした講座等にも力を注いできました。
近年、国の「第４次男女共同参画基本計画」の策定や女性活躍推進法の完全施行によ
り、男女共同参画・女性活躍推進の取組は新たな段階に入りましたが、常に県内の実情
に応じた内容となるよう知恵を絞っています。
こうして堅実に取り組んできた自負がある一方で、まだ十分ではないという思いが感じられ、
原点となる「男女共同参画は人権問題である」ことが後景に退かないように決意を新たに
しているところです。

4月 1日

財団法人しまね女性センターが第1期（3年間）指定管理者となる

愛称の由来
愛称の「あすてらす」は、
『明日を照らす』という意味と、
『私たち（英語でｕｓ）を照らす』という意味をあわせ持った造語です。
また、テラスには交流の場にしたいという意味も含んでいます。
全国に向けて愛称を募集したところ、期間中4,119通の応募がありました。インターネットを使って海外からも応募があり、性別・
年代を超えた予想以上の反響がありました。

今後も「あすてらす」が県民のみなさまから必要とされ、親しまれる拠点施設であるよう、
ハード・ソフト両面の充実を図りながら、男女共同参画社会の実現をめざして鋭意努力して
まいりたいと存じますので、引き続きご支援いただきますようお願い申し上げます。

令和２年３月
公益財団法人しまね女性センター 理事長
あすてらす館長

多々納 道子

施設概要
所 在 地

島根県大田市大田町大田イ236番地4

敷地面積

5,203㎡

建築面積

2,393㎡

構造規模

本館棟 ：鉄筋鉄骨コンクリート造

5階建 4,924.14㎡

ホール棟：鉄筋コンクリート造 2階建 1,986.47㎡
車庫棟 ：鉄筋コンクリート造 2階建 123.84㎡
自転車棟：鉄骨造 1階建 31.56㎡
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「 あすてらす」 2 0 年 の あ ゆ み

■ 島根県の動き ■ 社会の動き

「あすてらす」開館に向けた動き
1984

「男性のための生活自立支援セミナー」始まる（〜2011）

「島根県女性政策推進本部」発足

1986 「明日をひらくしまねの女性基本計画」
策定

「職場で学ぶライブマネジメント講座」始まる（〜2016）

島根県立女性総合センター整備基本構想、

1990 「島根県婦人海外派遣事業（婦人の翼）」始まる

「育休復職等に関するセミナー」開催

「学生のためのライフデザイン支援講座」始まる（〜2017）

「しまね女性会議」発足
1998

1992 「公益信託しまね女性ファンド」設立

「あすてらす開館
20周年記念イベント」開催

あすてらす開館10周年記念フェスティバル ❼

1995 「新女性計画『しまね女性プラン21』策定、

島根県婦人団体連絡会議設置

1993

2019

2009

社会福祉部児童家庭課内に「婦人青少年室」新設、

財団法人しまね女性センター設立

「女性リーダー育成事業」始まる
「女性のための終活セミナー」開催

❼ 分科会「今こそ語ろう男の本音」

環境生活部県民課に「女性政策室」を設置、

写真左）初代館長 小松君江さん
右）2代目館長 下森華子さん

「島根県女性行政推進会議」設置

2018
男女共同参画サポーターにアクティブサポーター新設
男女共同参画サポーターの愛称「キラ☆サポ」決定

1999

「若者に向けた男女共同参画推進啓発事業」始まる

島根県立女性総合センター
「あすてらす」開館
2005

女性提言事業「しまね女性塾」始まる（〜2002）

あ
す
て
ら
す
・
島
根
県
の
動
き

「管理職交流会」始まる

『男女共同参画に関する学習・研修の手引き』作成 ❹

「あすてらすフェスティバル」始まる

「企業・団体等役員セミナー」始まる（〜2011）

ビフォー＆アフター報告会」開催 ❾
❹

2006

男女共同参画に関する県民の意識・実態調査（以後5年ごとに実施）

2012
「働く女性のためのキャリア形成セミナー」始まる（〜2014）

（〜2007）

2000

❾ プレイバックシアター

「男性のためのブラッシュアップセミナー」始まる（〜2017）

「審議会等女性委員交流セミナー」開催

啓発誌「しまねの女と男」創刊 ❶

「育休復帰者＆上司向けセミナー」開催

「男性のためのブラッシュアップセミナー

「あすてらすお届け講座」始まる（〜2017）
女性起業家支援事業始まる（〜2011）
❶

「地域向け男女共同参画推進事業」始まる

2011
「第2次島根県男女共同参画計画」策定

「あすてらすオープニングイベント」開催

「女性のチャレンジ事例調査」実施 ❺
2014

「女性問題啓発講座」
（テーマ別、基礎・応用・実践編）始まる
（〜2001）

あすてらす開館15周年・しまね女性会議創立20周年記念事業

｢ミニコミ誌作成講座」開催
2001

あすてらす映画上映会始まる

女性政策室から男女共同参画室に改称
「島根県男女共同参画計画（しまねパートナープラン21）」策定

2010

情報紙『あすてらす情報Market』創刊 ❷

「中学生・高校生向けデートDV防止講座」始まる（〜2013）
❺

2002

「男女共同参画かるた」制作 ❽

2007

｢島根県立男女共同参画センター」に改称
「社会参画ステップアップセミナー」
（基礎・応用・実践編）始まる
（〜2003）

2015
｢女性の活躍推進セミナー」始まる ⓫
「あすてらす情報キャラバン」始まる
「ママのリフレッシュ応援セミナー」開催

「男女共同参画活動

「島根県男女共同参画推進条例」施行

❷

「女性ファンド活用セミナー」始まる

事例調査」実施
「男女共同参画

⓫ 成果報告会（2019）

パフォーマンスステージ」
2003

2016

募集・DVD制作 ❻

「第3次島根県男女共同参画計画」策定

あすてらす開館5周年記念フェスティバル ❸

「しまね働く女性きらめき応援会議」設立

「島根県男女共同参画サポーター」制度始まる
「自主調査・研究支援事業」始まる（〜2004）
『男女共同参画の視点による公的広報のための手引き』作成

❸ 交流会

「女性活躍推進のための男性管理職向けセミナー」開催

2004

チャレンジ

男女共同参画サポーター養成・支援事業始まる

事例調査」

男女共同参画啓発パネル（募集作品）の貸出

実施

2017

❻ 最優秀賞受賞「横並びの会」

「男女管理職セミナー」開催
「女性のための心とからだの健康セミナー」開催

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

平成
11年度

平成
12年度

平成
13年度

平成
14年度

平成
15年度

平成
16年度

平成
17年度

18年度

平成

平成
19年度

20年度

平成

平成
21年度

平成
22年度

平成
23年度

平成
24年度

平成
25年度

26年度

平成

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

平成
31年度（令和元年度）

2002

「男女共同参画社会基本法」施行

「男女共同参画基本計画（第2次）」策定
改正「育児・介護休業法」施行

改正「男女雇用機会均等法」施行
2000

2004

「ストーカー規制法」施行

全国初の女性知事誕生（大阪府）
2001
1986（S61）「男女雇用機会均等法」施行
「配偶者暴力防止法」
（DV防止法）施行

1985（S60）「女子差別撤廃条約」批准

「負け犬」新語・流行語大賞
トップテン入り

内閣府に男女共同参画局設置
2003

育児休業法「育児・介護休業法」に改正
1996（H8）「男女共同参画2000年プラン」策定

「男女共同参画基本計画（第3次）」策定

改正「男女雇用機会均等法」施行

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」改定

改正「ストーカー規制法」施行

改正「育児・介護休業法」施行

国連特別総会「女性2000年会議」開催（ニューヨーク） 改正「DV防止法」施行
「男女共同参画基本計画」策定
（離婚後も対象に）

1992（H4）「育児休業法」施行

2017

2010

2005

改正「育児・介護休業法」施行

「育児・介護休業法」施行

「次世代育成支援対策推進法」
（次世代法）施行
「少子化社会対策基本法」施行
男女共同参画基本計画

あすてらす 20th

2008
「女性の

2000

1995（H7） 第4回世界女性会議開催（北京）

06

「女性リーダー研修・ネットワーク交流会」始まる

❽ イラスト/玉井 詞

1999

1999

国
・
世
界
・
社
会
の
動
き

❿ パネルディスカッション

「男女共同参画フォーラム2014」開催 ❿

（ワーク・ライフ・バランス）
憲章」策定
改正「男女雇用機会均等法」
施行
2008
改正
「ＤＶ防止法」
施行
男女共同参画基本計画
（第2次）

改正「DV防止法」施行（配偶者以外も対象に）

トップテン入り

「仕事と生活の調和

改正「育児・介護休業法」施行

2014

｢イクメン｣新語・流行語大賞

2007
2009

2013

改正「次世代法」施行

改正「ストーカー規制法」施行

「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」施行

｢マタハラ｣新語・流行語大賞トップテン入り

「#MeToo」運動が世界中で広がる

「草食男子」新語・流行語大賞トップテン入り

2018

2015

2011
「東日本大震災復興基本法」施行

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」
（女性活躍推進法）施行

「なでしこジャパン」国民栄誉賞、

「男女共同参画基本計画（第4次）」策定

新語・流行語年間大賞
男女共同参画基本計画
（第3次）

「第3回国連防災世界会議」
（仙台）
男女共同参画基本計画
（第4次）

男女共同参画基本計画
（第5次）調査検討中
あすてらす 20th
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「 あすてらす」２０年 の あ ゆ み

1999年 3月13日・14日

あすてらすオープニングイベント

あすてらすフェスティバ ル

テーマ：情報、
交流、
体感!!しまねの女
（ひと）
と男
（ひと）
●記念講演「女性の社会参加 男性の家庭参加」 講師：マリ・クリスティーヌ
（異文化コミュニケーター）
●シネマ＆トーク 映画「ユキエ」上映、
シネマトーク
「映像分野への女性の参画」
ゲスト：松井久子（プロデューサー・映画監督）、蔵本順子（シネツイン支配人）
●ザイラーピアノデュオトーク＆コンサート
出演：エルンスト・F・ザイラー＆和子・M・ザイラー
（ピアノ奏者）

男女共同参画社会の実現に向けた意識の醸成を図るとともに、多くの県民のみなさんの出会いと交流の場を持つ
ことを目的とし、島根県男女共同参画推進条例制定後は、男女共同参画推進月間である6月に、時勢に沿った
テーマを設けて開催しています。
あすてらすフェスティバル 1999

あすてらすフェスティバル 2004

テーマ：男が変われば、家庭が変わる、社会が変わる

●基調講演「すべての女性が輝いて生きるために」
講師：白石真澄
（東洋大学経済学部
社会経済システム学科助教授）
●一人人形芝居「ビーケアフル」
「スイートホーム」
出演：ねぎぼうずSAYO

●講演「新しいうたを歌おう〜新しい家族の在り方〜」
講師：鈴木光司（作家）
●ジェンダーブレイク
（トーク＆落語）
「落語に見る男と女の悲喜こもごも」
出演：桂文也（落語家）
●パネルディスカッション
「男性として、
どのように家事・育児に関われるのか？」
●ジェンダー川柳発表とペマ・ギャルポ氏ゲストトーク

あすてらす開館10周年
記念フェスティバル
●講演「変革期の今…人、意識、
どう変わる」
講師：住田裕子（弁護士）
●座談会「あすてらすの歩んだ10年 そしてこれから」
●分科会

あすてらす開館15周年・
しまね女性会議創立20周年記念事業
男女共同参画フォーラム2014
●記念講演「家族でかなえた宇宙への夢
〜夫・パパ・息子・そして自分として〜」
講師：山崎大地
（有限会社国際宇宙サービス代表取締役）
●パネルディスカッション
「しまね女性会議 これからの歩み
〜女（ひと）
と男（ひと）
が輝いて生きるために〜」

あすてらすフェスティバル 2000

あすてらすフェスティバル 2005

あすてらすフェスティバル 2010

あすてらすフェスティバル 2015

テーマ：手をつなぐ 女（ひと）
と男（ひと）
〜対等なパートナーシップをめざして〜

●講演「男と女がともに輝く社会に
〜共同参画で新たな一歩を踏み出そう！〜」
講師：渥美雅子
（弁護士・
「女性と仕事の未来館」館長）
●男女共同参画イベント
「トークとクイズで楽しく学ぶ
あなたとわたしの参画関係」

テーマ：もっと子育てしやすい社会へ

●講演「21世紀に向けての男女の生き方」
講師：木元教子（評論家、
あすてらす客員講師）
●しまね映画祭2000
映画「エリン・ブロコビッチ」

●基調講演「男（ひと）
と女（ひと）
良きパートナーでいるために」
講師：山根基世（NHKエグゼクティブアナウンサー）
●男女共同参画寸劇
「三原家の場合」出演：劇団 青い鳥
●講演「この指とまれ 探検・発見・ほっとけん」
講師：山崎洋子
（「おけら牧場」経営、NPO法人
田舎のヒロインわくわくネットワーク理事長）

あすてらすフェスティバル 2001

あすてらすフェスティバル 2006

あすてらすフェスティバル 2011

あすてらすフェスティバル 2016

テーマ：女性の人権
〜対等なパートナーシップをめざして〜

テーマ：ふれあって あなたもわたしも輝いて

●講演「モリタク流 女と男の経済学
〜格差社会・不況に負けない幸せな生き方〜」
講師：森永卓郎
（獨協大学経済学部教授、経済アナリスト）
●男女共同参画イベント
「あすてらすキズナ劇場」

テーマ：男女共同参画の視点から考える防災

●講演「個を尊重する社会へ」
講師：福島瑞穂（弁護士）
●しまね映画祭2001
映画「ザ・コンテンダー
〜女が副大統領になる それが罪ですか？」

●基調講演「女房が宇宙を飛んだ
〜チャレンジは未来を拓くキーワード〜」
講師：向井万起男（慶應義塾大学医学部助教授）
●講演ライブ「平和は心のアンサンブルから」
出演：長坂ゆきひろ＆玲子

●講演「笑って考えるワーク・ライフ・バランス
〜イクメン東大教授の指南する
もっと子育てしやすい社会〜」
講師：瀬地山角
（東京大学大学院総合文化研究科教授）
●映画「うさぎドロップ」

●講演「災害から生きのびるための男女共同参画
〜東日本大震災から学ぶ防災・減災・避難・
復興に必要な視点〜」
講師：田端八重子（一般社団法人GEN・J代表理事、
前もりおか女性センター長）
●分科会
●映画「飯舘村の母ちゃんたち 土とともに」

あすてらすフェスティバル 2002

あすてらすフェスティバル 2007

あすてらすフェスティバル 2012

あすてらすフェスティバル 2017

テーマ：すこやかな心と体で自分らしく生きる

テーマ：女（ひと）
と男（ひと）出あいで広がる
あなたの未来

●トーク&ライブ
「芒種から夏至へ〜LOVE YOU LONG」
出演：浜田真理子（ミュージシャン）
●あすてらすコレクション
「自分らしい装いで心を元気に！」

テーマ：超高齢社会を素敵に生きるための
男女共同参画

あすてらすフェスティバル 2008

あすてらすフェスティバル 2013

あすてらすフェスティバル 2018

テーマ：一人ひとりが活きるしまねを目指して

●講演「介護は介互〜〝まさかの坂〟
も越えられる
男女共同参画のススメ」
講師：渥美由喜（厚生労働省 政策評価に関する
有識者会議委員、東レ経営研究所ダイバー
シティ＆ワークライフバランス研究部長）
●分科会
●映画「ベアテの贈りもの
〜私たちが語り伝え、受け継いでいくこと」

テーマ：男女共同参画とスポーツ・健康
〜人生を楽しむための運動習慣と体づくりを考えよう〜

●基調講演「女のストレス 男のストレス
〜元気になるための処方箋〜」
講師：海原純子
（女性のための心療内科
「海原メンタルクリニック」所長、
医学博士）
●しまね映画祭2002
映画「百合祭」

あすてらすフェスティバル 2003
（島根県立男女共同参画センター開館5年記念）
テーマ： これからの家族像を考える
●基調講演「家族はどこに向かうのか？」
講師：久田 恵（ノンフィクション作家）
●座談会「多様な家族像を考える
〜一人ひとりが輝く家族のありよう」
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※講師、登壇者の敬称略、肩書は開催当時のものを掲載しています。

あすてらす 20th

●基調講演「21世紀社会の姿と男女共同参画」
講師：山田昌弘（東京学芸大学教育学部教授）
●トーク＆いやしのライブ「うたは一期一会」
出演：小村修＆狩野健吉

●講演「これからの男女共同参画社会〜
一人ひとりが輝いて生きるために〜」
講師：桜井陽子
（財団法人横浜市男女共同参画推進協会
理事・総括本部長、内閣府男女共同参画局
専門調査会委員）
●分科会

●講演「おひとりさまの時代をどう生きる？
〜老後の不安を安心に変える知恵と工夫〜」
講師：中澤まゆみ
（ノンフィクションライター）
●分科会
●映画「人生フルーツ」

●講演「スポーツから考える男女共同参画〜2020東京
オリンピック・パラリンピックに向けて〜」
講師：小笠原悦子
（順天堂大学女性スポーツ研究センター長）
●分科会
●映画「アイ・コンタクトもう1つのなでしこジャパン
ろう者女子サッカー」

あすてらす 20th
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「 あすてらす」の 軌 跡とこれ からを 語る
「あすてらす」の開館準備や、これまでの事業展開には多くの方々が関わってこられました。このたびは特に印象
に残っている出来事や、これからの「あすてらす」への期待を７名からお寄せいただきました。

ほんどう

みよこ

本藤 三世子さん 「あすてらすフェスティバル」2002・2003 実行委員長
私が初めて参加した「あすてらす」の事業は、他県の女性センターを訪問し、そこを拠点に
活動する女性グループと交流する ｢女（ひと）と男（ひと）のいきいきネットワーク交流事業｣
でした。移動のバスの中で、年に一度の大イベント「あすてらすフェスティバル」が初めて公
募による実行委員会形式で行われると聞き、早速応募したところ、初回の会合で実行委員長

※肩書等、写真は当時のものを掲載しています。

に推薦され、一瞬体がこわばったのを覚えています。フェスティバルは2日間で2000人を超える
来場者、90を超える出展団体と賑わいのあるものとなりました。13名の実行委員たちを束ねるのは大役でしたが、本
音で付き合える仲間だったからこそ乗り切ることができました。それ以降、様々な講座や研修に参加するうち、「点滴石

あだち

をも穿（うが）つ」の諺（ことわざ）どおり男女共同参画への意識が浸透した私は、家庭生活にも変化が感じられる

みちこ

足立 美智子さん

初代女性政策室長 （平成5〜7年度）

平成5年春の県庁内の機構改革により、女性に関する所管部署の呼称が「婦人」から「女
性」に変わりました。折しも全国の都道府県では相次いで女性センターが開館され、島根
県でもセンター整備に向けて先進地視察を重ね、どのような施設、機能が最適だろうかと額
を寄せ合って熱心に議論を重ねました。女性センターに期待される役割としては女性政策
の推進拠点であることはもちろんですが、同時に県内の様々な分野の女性たちが集い、繋
がる場ができることに意義があると考えていましたので、多くの女性たちが訪れたいと願う仕組みづくりにも思いを
馳せていました。男女共同参画を進めていくためには、直接的なものだけでなく、幅広い分野の団体や機関との
連携が不可欠です。「あすてらす」に魂と息吹を吹き込むのは、そこに関わる人々が宝となります。20年間で培っ
た繋がりの基盤を活かし、ますます「あすてらす」の存在意義が発揮されることを期待しています。

ようになりました。私にとって ｢あすてらす｣ は ｢自分自身の生き方の幅を広げてくれた拠点｣ と言えます。
やはぎ

しげのり

矢削 重紀さん

島根県男女共同参画サポーター（平成22年度〜現在）

平成22年春、どんな役割を期待されているのかも分からないまま男女共同参画サポーター
の委嘱を受けました。「あすてらす」で行われたサポーター養成研修に参加してみると、毎
回新たな学びや気づきがあり、ワクワクして楽しんでいる自分がいました。この学びを地域で
実践したいと思っていた矢先、男性向けの連続講座を企画してみないかと持ちかけられ、さっ
そく市内のサポーターたちと「やすぎ女（ひと）男（ひと）輝（き）らり会」を結成し、引
き受けました。その後、事例発表を依頼された男性向け講座で避難所運営ゲーム「HUG」と出会い、防災の観
点から男女共同参画を進めることに興味を持ち、いつの間にかファシリテーターを務めるようになっていました。近
年は若い世代のサポーターも仲間に加わり、「男女共同参画と防災」をテーマとした参加型学習をライフワークとし

なぎら

て行っていますが、「あすてらす」との関わりがなければ、今の私の活動はなかったと思い、感謝しています。

としこ

柳楽 利子さん

しまね女性塾 1999〜2002年度受講者

「あすてらす」開館の春は、長い教員生活を終えた私にとっても新たなステージの始まり
の時でした。子どもの頃から学ぶことの好きだった私は、女性政策提言事業「しまね女性塾」
受講者募集の文字が目に留まり、迷うことなく申し込みました。女性塾は10か月という長丁
場で講義・討議・フィールドワーク、政策提言を行うという量感のある内容で、初年度のテー
マは「道」。個性豊かな塾生たちとともに未知の道路行政を学び、時には意見のぶつけ合
いをする中で、互いを高め合う力が磨かれたように感じています。翌年以降も少子化問題、農山漁村の女性参画、
ゴミ問題と4年間、これでもかというほど「あすてらす」に通い続けました。その後は、女性塾をはじめとした「あ
すてらす」での様々な学びを実践活動に活かそうと、年一回の男女共同参画講演会を地元で企画・開催するなど、
学習の成果を主体的・継続的な男女共同参画の活動に役立てられていると感じています。

あかみず

てるこ

赤水 照子さん

公益財団法人しまね女性センター元理事長
在任期間 平成22年3月〜平成25年6月

私は30代から婦人会活動を始め、男女共同参画を柱の一つとする島根県連合婦人会の
会長として全県の会員を束ねるという大役も務めさせていただきました。先代の下森理事長
が他界された後を受け、島根県の男女共同参画推進の拠点である「あすてらす」を管理
運営する財団の理事長に就任した時は、それまで以上に身の引き締まる思いでした。ちょう
ど開館から10年が経った頃で、国の制度改革により指定管理者の応募や公益法人への移
行と財団の運営が激変した時期でもありましたので、当時の事務局長と綿密な協議をしながら、準備を進めていき
ました。社会情勢の変化に伴い、県民の意識も徐々に変わっているようにも感じますが、今後も男女共同参画センター
としての役割を果たすため、常に周囲の動向に敏感であり続ける必要があると思います。人口減少、過疎の進行
など、島根県の抱える課題に対処するために、ますます「あすてらす」の取組に期待します。

ふくま

まさひさ

福間 正久さん

いの

情報紙『情報Market』元編集委員

猪野 郁子さん

3代目館長

公益財団法人しまね女性センター元理事長

在任期間 平成22年3月〜令和元年6月

在任期間 平成25年6月〜令和元年6月

仕事一筋だった私は、定年退職を機に、開館したばかりの「あすてらす」に出かけ、手

島根県の男女共同参画政策には、女性政策と言われていた頃から長年の大学教員とし

あたり次第に様々な講座やセミナーに参加しました。実は現役時代には設立準備会の委員

ての経験をかわれ、有識者として県の施策や女性センター整備に向けた様々な機会にも関わっ

として関わり、団体の事務局長として募金活動などをしていました。当初は男女共同参画に

てきました。館長を拝命した時は「あすてらす」の運営も直ぐにお役に立てると思っていま

はあまり関心がなかったのですが、立場が変わることにより、見ること聞くことが実に新鮮で

したが、いざ運営者という立場になってみると、外から見るのとの違いに戸惑い、どのよう

驚きさえ感じました。ミニコミ誌作成講座がご縁で情報紙『情報 Market』の編集委員を引
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いくこ

に自分のこれまでの経験を活かそうかと頭を悩ませました。幸い、館長として地域の公民館、

き受けることになり、そこで出会った人たちとは情報紙の編集だけでなく、毎年6月に開催される「あすてらすフェス

団体やグループといった県民のみなさんと直に接することのできる場に講師として招いていただき、「あすてらす」

ティバル」でカフェも出展しています。また、開館10周年の時は県内の男性5名で新たなグループ「言行ふいっち族」

をＰＲする機会にも恵まれました。講演をする際は、学生とは違って人生経験の豊富な方たちに、どのように意識

を結成し、地域で開催される男性向けの事業で講師まで務めることになりました。少しずつ体力の衰えは感じつつも、

や行動の見直しを促していこうかと工夫を凝らしてみました。今後は、これまでの20年のあゆみを礎に、新たな石

出かける気力が続く限り「あすてらす」のファンであり続けたいと願っています。

を積み上げ、多くの方々に愛される「あすてらす」であり続けてほしいと願っています。

あすてらす 20th

あすてらす 20th
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あすてらす開 館 2 0 周 年 記 念イベント

映画上映
「Girl Rising〜私が決める、
私の未来〜」

〜ひとりひとりの夢と希望で明日を照らそう〜
開館20周年を記念して、2018年8月に発足したプロジェクトチーム
「しまねのあすてらすプロジェクト21」（会長 多々納道子あすてらす
館長）のリーダーを中心にイベントの企画運営を行い、11月15日（金）
・
16日（土）の2日間、全館を使ってのイベントを開催しました。
記念講演をはじめ、7つの分科会、映画上映、交流会や県内で
活動する34の団体、企業、関係機関の県民自主企画など様々なプロ
グラムに、のべ1200人を超える方々にご来場いただきました。

（2013年／アメリカ）
9人の女の子たちの実話に基づき描かれた映画や展示パネルをご

11/

覧になった来場者からは、
「女の子が教育を受けることにより、世界の

16

貧困問題を解決することに繋がることが理解できた」
「地域でも上映
書道パフォーマンス

（土）

したい」
という声が聞かれました。

記念行事
●書道パフォーマンス「皆が主役の平等な社会」
演技者／島根大学書道部
●感謝状贈呈

11/

15

（金）

オープニングイベント
地元・大田市の女性グループによるコーラスと
太鼓演奏で、華やかさと力強さが感じられる幕開
けとなりました。

功労者／情報Market編集委員
華道家元池坊石東支部
●男女共同参画キャッチコピー採用作品表彰

感謝状贈呈

受賞者／内田佳花さん
島根大学書道部員による書道パフォーマンスで

福岡伸一さん

は、
「皆が主役の平等な社会」をテーマに、未来を担
う若者世代として瑞々しい空気を会場全体に届け

記念講演

ていただきました。
セレモニーの後には、長年「あすてらす」の運営
にご尽力いただいた2つの団体に、丸山達也島根

表彰

県知事より感謝状と記念品が渡されました。
続いて、島根県男女共同参画推進月間である6月に募集された「男女共同参画キャッチ
コピー」の採用作品が表彰され、作者の内田佳花さんに表彰状と副賞が手渡されました。
●コーラス 出演：女声コーラス「花音（かのん）」 ●太鼓演奏 出演：銀山あゆみ太鼓

楫野弘和大田市長は
「共創のまちづくり」
をテーマに
「あすてらす」
設立の経緯や、社会の仕組みが変化する中での男女共同参画推進
の意義を明快に話されました。3つの分科会の参加者からの報告
や感想の発表の後は、翌日の映画上映にちなんだ水汲み体験など
楫野弘和大田市長

●講師／生物学者 福岡伸一さん
ベストセラーとなった『生物と無生物のあ
いだ』の著者である生物学者の福岡伸一さん

インターネットを使った交流の場

交流会

「生命を捉えなおす
〜動的平衡の視点から〜」

●隠岐会場（於：海士町役場）

ので、
社会情勢の変化に対応するためには、
男

（於：やさか村ワタブンアートファブリック）

リ・フニクラ大田版」を全員で合唱しました。

やさか加工グループ、

は多くの分野で男性優位の社会構造がみられ
適応するために女性より後に生み出されたも

●浜田会場
やさか村ワタブンアートファブリック、

視点からわかりやすく解説されました。現在
ますが、
人類の歴史においては、
男性は環境に

燦々クラブのみなさん

で参加者同士の交流を行い、最後に大田市観光PRソング「フリク

が、
「生命とは何か」について動的平衡という

女が織物のタテ糸とヨコ糸のように協力し合
う仕組みが不可欠であると話されました。

島根県立大学浜田キャンパス学生のみなさん
●松江会場（於：山陰ケーブルビジョン（株））
千鳥のお堀を学ぶ会

やさか加工グループ

県内3か所に設けたサテライト会場には、それぞれ活動団体が集まり、日頃の活動成
果を紹介後、記念講演も聴講されました。
分科会報告

水汲み体験

交流

クロージングイベント
客席をバックに、講師の福岡さんとプロ
ジェクトリーダーで記念写真を撮影。
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あすてらす開 館２０年 周 年 記念イベント
分科会 ❹

分科会

山内静代物語
〜立ち上がる農村女性の今昔〜

記念講演に先立ち、7つの分科会を開催しました。
家庭生活 ・ 地域活動 ・ 職場等の様々な視点から男女共同参画を
考えていただき、参加者相互の学びと交流の場となりました。

●企画運営：JAしまね石見銀山女性部 ●参加人数：90名
国連サミットで掲げられている国際目標「持続可能な開発
目標（SDGs）」の5番目に掲げられている「ジェンダー平等」。
より良き未来に向けて幅広い分野で男女共同参画を推進す
るために、私たちができる取組について考えました。まず、JA
女性部の前身である農協婦人部の大先輩で大田市出身の山

分科会 ❶

欲張りな人生を楽しむためのタイムマネジメント講座

内静代さんの活動や功績を、部員12名が農村女性の地位向
上、仲間作りを軸に寸劇で披露。続いて、グアテマラで青年海
外協力隊の助産師として活動していた岩永夏美さんが現地の

●企画運営：ワーキング女子FAN ●後援：島根県中小企業家同友会

産婦人科の環境改善等活動を講演されました。寸劇、講演を

●参加人数：79名
仕事も私生活も充実させたいと願う人たちが、
「 タイムマネ
ジメント手帳術」の発案者である人気講師から時間管理や思
考整理について学びました。当日は経営者、管理職、従業員、自
営業など様々な立場の働く女性たちを中心に、男性も含め、定

踏まえたグループ討議では、
「 SDGsを自分軸で捉え、実践し
ていくために今日からできること」をテーマに、県内各地から
集まった男性や小学生を含む超満員の参加者たちの活発な

分科会 ❺

親子でつくる伝承料理
●企画運営：島根県連合婦人会 ●参加人数：5組12名
お父さん、お母さん、子どもたちが一緒に石見地域に伝わ
る郷土料理を作って試食。お父さんの料理は初めてという
家族や、大人顔負けの丁寧な手つきの子どもたちが、和気あ
いあいで、角寿司、白玉団子のお吸い物、ヨーグルト入り牛
乳プリンを調理しました。親子仲良く食事しながら感想を発
表し、
「 これからお父さんにも料理に挑戦してほしい」とい
うお母さんの声、
「 思ったよりもうまくできて楽しかった」と
いうお父さんの声など、この分科会が、夫婦の固定的な役割
分担の見直しだけでなく、家族の団らんにも良い効果を与
えたのは間違いありません。これをきっかけに「おとう飯（は
ん ）」
（パパの料理や家事参
画を増やす取組）がもっと増
えることが期待されます。

意見が飛び交っていました。

員を超える参加がありました。講師の浅野夏悠（あさのなゆ）さんは手帳を予定管理としてだけでなく、
なりたい自分になるためのツールとして活用することを提案。
「 1年後自分がどうなっていたいか」をイ
メージし、ゴールを明確にしたうえでビジョンや想いを文字にして可視化することで、目標達成に向け

講師：浅野 夏悠 さん
日本スケジューリング協会
代表理事

て自らの行動をマネジメントする秘訣を話されました。参加者同士のワークや、手帳のサンプルを元に
した具体的な書き方の指導もあり、参加者にとって気づきの深まる満足度の高い講座となりました。

分科会 ❷

分科会 ❸

分科会 ❻

分科会 ❼

私は私を生きる
〜磨け☆彡私らしい雑談力〜

はたらく人のための
ハラスメント講座

ベアテ･シロタ･ゴードンさんを
知っていますか?

●企画運営：石見ゆる女子会 ●参加人数：19名

●企画運営：連合島根女性委員会 ●参加人数：42名

〜日本に男女平等の種をまいた女性〜

ふと
『やってられないよ』
と思う時
〜なぜわたしが、なぜぼくが
と思うことはありませんか？〜

●企画運営：
「ベアテの贈りもの」
を届ける会

●企画運営：即興劇団ポラリス ●参加人数：5名

楽しいグループワークを通して身近なところから「人権」

近年、就労の場では女性の活躍推進、働き方改革が積極的

●参加人数：17名

を考 えていく中で、自 分 らしく生きる た め のコミュニ ケ ー

に進められる一方で、阻害要因としての各種暴力やハラスメ

ション能力の向上をめざしました。
アイスブレイクで、
「 今日、

ントがクローズアップされてきています。種類も多様化傾向

憲法に男女平等条項を起草したベアテ･シロタ･ゴードンさ

い、参加者同士が想いを共有するこのワークショップは、即興

呼んで欲しい名前」の名札を胸元に貼った参加者たちを4つ

にあり、発生すると当事者だけでなく職場全体もダメージを

ん。彼女の功績を紹介するドキュメンタリーＤＶＤの視聴に続

劇という芸術的、独創的な手法を用いました。
まずは楽しい自

のグループに編成。はじめに、会のメンバーが日常生活であ

受けるため、予防や早期解決への対応が求められています。

き、
「ベアテの贈りもの」を届ける会のメンバーが、8月に国立

己紹介から始まり、歌を歌ったり、
ペアや３人組でのワークなど

りがちな男女間の思い込みからくる「いさこざ」を寸劇で問

講座では、同じ職場で働く仲間の一早い支援につなげること

女性教育会館で行われたベアテさんの娘ニコールさんの講

すすめるうちに、みんなすっかり打ち解けリラックス。和やか

題提起しました。その後、グループ内で疑問や悩みを模造紙

を目的に、ハラスメント等の理解と防止についての講義に加

演の様子・内容を紹介しました。憲法草案作成時、ベアテさん

な雰囲気の中で即興劇が始まりました。即興劇とは、参加者が

に書き出しながら話し合いました。ワールドカフェ方式（途中

え、マタハラ、パワハラ事例のロールプレイを見た後、グルー

が男女平等の権利のみならず、社会保障にも熱心に取り組ん

語り手となって、自分の体験したできごとや想いを全員の前で

でメンバーをシャッフルする）を採用したことや、用意した八

プごとに被害者や加害者の心情等を意見交換。助言者にNPO

でいたことは一部の人には知られた話ですが、ニコールさん

語り、それを演者がその場ですぐに演じるもの。語り手は想い

宝茶とミニケーキも一役買ったようで、はじめは戸惑ってい

法人ファザーリング・ジャパンの佐藤淳子さんを迎え、自分が

は、こうしたベアテさんの教えをとても誠実に丁寧に皆に伝

を受け容れられた喜びや、自身を客観視することで得られる気

た様子の参加者からも「自分の考えを受け止めてもらえ大

被害者から相談を受けたらという設定でロールプレイを行い

え続けておられます。後半は、参加者全員で輪になって感想

づきがありました。語られるエピソードの根底には普遍性があ

きな自信になった」などの声が聞かれ、熱気に溢れる時間と

ました。
アンケートには被害者の意思を尊重する意見が多数

や男女平等への活動の想いを共有しました。参加された方々

るため、観客となった参加者はまるで自身のことのように共感

なりました。

あり、気づきや学びの多いワークショップとなりました。

は、松江〜津和野まで、また30〜80代までと地域的・年齢的

でき、一人ひとりの人生の物語に感動の声が寄せられました。

日常生活の中で「やってられないよ」
と感じる場面を語り合

に幅広く、改めてベア
テさんの贈りものであ
る憲法を活かしていく
ための良い交流の機
会になりました。
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未 来 に向 けたメッセ ージ

島根県がめざす男女共同参画社会とは…
県民一人ひとりの人権が尊重され、個性や能力をしっかり発揮しています。
そして、男女とも自らの行動に責任を持ち、互いに支え合いながら、

家 庭 生 活、 職 場、 地 域 活 動、 行 政の場、 学 校 教 育

いきいきと心豊かに暮らしています。

といったあらゆる分野の方たちに聞きました。

※「第3次島根県男女共同参画計画」より

「男女共同参画社会実現」のために
『大切なこと』は何ですか？

地域

行政の場

家庭生活

職場

学校教育
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ひと

ひと

女と男 のパートナーシップ の 創 造 拠 点

施設案内

情報

交流

学習研究

生活創造

相談

宿泊

3F

学習のフロア

和室

ワークステーション

水屋や炉を備えており、お茶会にも使用
できます。2室に分割利用できます。

登録団体、グループがミーティングや情報交

パフォーマンススペース

1F

換、交流の場として利用できます。

12面のマルチビジョンを備えた半円型の

ふれあいのフロア

多目的オープンスペース。絵画、書等の作
品展示による活動発表の場、学生のみなさ

生活創造スタジオ

んの自学スペースとして利用できます。

調理用機材を設置し、
料理講習等が可能のほ
か、様々な創造的活動
に利用できます。

特別会議室
定員32席の会議室

ホール（定員/290名）

情報ライブラリー

座席は前後の間隔が広く、ゆっ

男女共同参画に関する書籍・DVD、

たりと座れるのが特長で、荷物

雑 誌 等 を所 蔵 。館 外 貸 出 や 各 種

カゴ、収納式簡易テーブルを

サービス
（レファレンス、
コピー）
も

装備。親子室や同時通訳室も

行っています。

備えています。

4F

で、広い机（円卓）
と

研修室

ゆったりとした大き

最大162名収容可能。2〜4室に分割可能なパー

め の 椅 子 をご用 意

ティション、大型スクリーン、プロジェクター等を設

しています。

置し、学習・研修・講座等を行うことができます。

相談のフロア

ロビー

女性相談室

2F

行政のフロア

女性の抱える様々な問題を解決するために相談に応じます。
内容によっては、それぞれの専門機関へ紹介します。

研修室５
定員30名で、学習・研修・会議等
に利用できます。

子どものへや（託児・授乳室）
明るく開放的な雰囲気と子どもの安全を考慮した室内です。
子ども用トイレ、
シャワー室なども設置しています。

5F

宿泊のフロア
〈 部屋数 〉

多目的研修室

西部県民センター
県央事務所

床はフローリングで壁面鏡もあり、軽運動

県税の納税証明書及び納税の窓口のほか、県情報コーナーを備え、

など様々な用途に利用できます。

選挙や防災の業務も担当しています。

すべての人が
利用しやすい施設です

18

利 用 のご 案 内

バリアフリー

女性や子ども連れの方が
利用しやすいトイレの設計

●体の不自由な方や高齢者の方も利用しや
すい設計となっています。
（ハートビル法の
誘導基準に対応）
●ホール、研修室は難聴者の方でも聴きやす
いフラットループを使用しています。
●多目的トイレ、宿泊室は車椅子利用の方や、
体の不自由な方にも使いやすい設計です。

●女性トイレには、簡単な着替えので
きる着替え室や化粧室を設置して
います。
●育児中の方でも安心して子どもを
連れて来ていただけるよう「ベビー
ベッド」
「ベビーチェア」
「 手洗い」を
備えたトイレを設置しています。

あすてらす 20th

●開館時間
研修室・ホール等 9:00〜21:00
情報ライブラリー 9:00〜19:00
（貸館・宿泊受付 9:00 〜19:00）
●休館日
毎週月曜日・国民の祝日・
年末年始（12月29日〜1月3日）
※ただし、宿泊施設については、国民の祝日、日曜日
（12月〜3月）、年末年始（12月28日〜1月3日）

ツイン 13室・和室 1室
（定員4名）
多目的宿泊室 1室（定員2名）
（車椅子の方も安心して利用できます）

〈 利用料金 〉
5,200円（お1人様 1泊素泊 税込）

島 根 県 立 男 女 共 同 参 画 センター

アクセスマップ
いない
至浜田 ENEOS

〒694-0064
島根県大田市大田町大田イ236番地4（JR大田市駅西隣）

TEL 0854-84-5500（代表）/ FAX 854-84-5589
Mail asu-01@asuterasu-shimane.or.jp
http://www.asuterasu-shimane.or.jp/
※施設のご利用については、あすてらすのホームページをご覧になるか、
電話・FAX・E-mailにてお問い合わせください。

大田警察署

JA石見銀山

交差点付近
案内表示あり

至松江
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