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▲「益田フォークダンスの会」優雅なフォークダンスを披露していただきました

男女共同参画推進月間である6月に、島根県男女共同参画サポーターの有志で構成された「あすてらすサポートクラブ」
と（財）しまね女性センターが協働でフェスティバルを開催しました。男女共同参画セミナーや講演ライブをはじめ、
県内各地で様々な活動をしている71の個人やグループによる自主企画イベントが催されました。両日ともも多くの皆様
にご来場いただき大盛況の内に終了しました。

▲18日 長坂ゆきひろさん＆玲子さん「平和は心のアンサンブルから」

▲17日 みのり会「銭太鼓・安来節」

▲スタンプラリー抽選会場
「大当たり！」

▲様々な世代の方にご来館いただきました
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▲18日 舞踊グループ 出雲阿國
「杵築浜おどり」「おかみさんソーラン」

▲素敵なものがたくさんあってなやんじゃうよ〜

▲「石見銀山かるたの会」
石見銀山の魅力を親しみやすい絵札にしたかるたの販売

▲「和笑〜なごみ〜」迫力のよさこい踊り！

▲「出雲女性フォーラム」
『あなたはどちら？』川柳で表す男女共同参画寸劇

▲「多伎町ヤマモモの会」
炊き込みご飯等の販売

▲「五十猛保育園マーチングバンド」
かわいい演奏とダンスで会場は大賑わい

▲「あんぶれらネットワークれんげの会」
昔の遊びなどを体験することができました

▲「紺屋谷体験体験工房」
のれんやハンカチ等の染物、織物の販売

▲「母恵夢BAKU＆希房」
手作り石けん、ストラップ等の販売

出展者の声
▼地域の産物を加工して販売しているグループですが、このたび、県西部では初の売り出しをしました。お客様も女
性の方が多かったので、良い宣伝効果になりました▼今回夏に開催するミュージカルのＰＲもさせてもらい、なかな
か反応は良かったです。▼事前に自主企画イベントのチラシを見て来場してくださったお客さんが多くおられ、驚き
とともに嬉しかったです。▼興味を持ってくださり良かったです。話しかけられることも多くありました。

県民の皆さんに男女共同参画社会に対する理解を深めていた
だくために17日(土)「男女共同参画セミナー」(主催：島根
県)を開催しました。
宇宙飛行士の配偶者とい
う立場から、女性の活躍
やＮＡＳＡにおける｢家
族｣の定義などをお話しし
ていただき、男女共同参
画社会を進める上で｢日米
における家族観の違い｣に
ついて考えるきっかけと
なりました。
◆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：向井万起男さん（慶應義塾大学医学部助教授）

当たり前と思われがち
な地域の慣習の中にも
男女の役割分担や意識
の違いなどがあること
について、参加者のみ
なさんに見直しが必要
であることを気づいて
いただく機会となりま
した。
◆男女共同参画寸劇◆
「ちょんぼし かわらいや」
出演：横並びの会（安来市伯太町）
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あすてらす
ネットワーク会員と
活動の輪 その壱
山岡公代さん

ネットワーク会員の多彩な活動。
行って、見て、参加したい気にさせてくれます。

佐倉真喜子さん

安来市伯太町

「ぬくもりある地域づくりは、
ネットワークづくりから」をス
趣味の会
ローガンに、ステンシル手工芸
やケナフ栽培、親睦研修等を実施。地産地消活動の「くう
IngDay」では秋には収穫祭の意味を込めて毎年 観月会
を上の台緑の村で開催。地域を「元気」にするために、性
別・年代関係なく、楽しく活力ある地域づくりを進めてい
きたいと思います。

岩崎

静さん

隠岐郡西ノ島町

地域の環境・福祉・教育・
町づくりなどの社会的な課
ひめぼたるの会
題を民間の立場で勉強して
います。あわせて地域への啓発事業に発展させ、人材育成、
地域づくりをめざしながら次世代への伝達を役割と考え活
動しています。今後は東南アジア、ロシア等との異文化交
流をもとに地域づくりにもつなげ、次世代と共に世界に視
点を広げた生き方を学ぶ場づくりをし、平和を考えるきっ
かけづくりともなる活動をしていきたいと思います。

大田市

「あんぶれらネッ
トワーク」では、
あすてらすフェス
ティバルでの「田
んぼの学校」をはじめ、各イベントに参加しています。春・
秋の彼岸市では大田餅つき隊、久手の旧中部家畜市場で行
われる モーモーフェスタ での野菜、加工品の販売等な
ど。また「味彩ネットワーク」の代表を務め、ロード銀山
の「ここだけシリーズ」に協力し、地産地消をテーマに加
工所設立、特産品開発へと努力しています。

あんぶれらネットワークれんげの会
大田地方味彩ネットワーク

三島幸子さん

出雲市平田町

障害者の社会参加及び
自立支援。障害者（特
ほっとひらた
に若い人）が地域であ
たりまえに暮らせるた
めには、地域で何が必要か、社会的に弱い立場の人が安心
して暮らせる地域は誰にとっても住みやすい地域である、
をモットーにしています。

ＮＰＯ法人コミュニティーサポート

吉田トキ江さん

松江市

活動の主体は総合誌
「山陰の女」の編集、
発行で、秋に第１０
号を出します。特集テーマは①「安心・安全・不安」②「笑
い」です。この会の文化活動の一環として、ひとつにはハ
ンセン病理解促進活動があり、長島愛生園や大島青松園へ
の訪問交流のほか、昨年からは会員有志１２名による朗読
会を始めました。先日のあすてらすフェスティバルでは、
石見部としては初めて皆さんの前で発表しました。
２つ目は歴史講座「近代日本の女性の歩み」第１回目を７
月９日に開きました。変化する時代の中で、女性たちはど
のように歩んで来たか、或いは歩まねばならなかったのか。
今こそ系統的にきちんと学習するべき時だと考えての企画
です。参加者は３５名。うち男性２名。来年も開催します
ので皆さん参加してください。
映画「ベアテの贈りもの」の上映をきっかけに、松江の女
性たちは「ベアテの贈りものを届ける会」をこのほど発足
させ、私も呼びかけ人の一人として今後活動します。

｢山陰の女｣発行など

▲あんぶれらネットワークれんげの会「田んぼの学校」
あすてらすフェスティバル２００６出展の様子

藤井房子さん

大田市

減反政策で国土が荒廃するのを
一万円札の会 目にして、少しでもみつまたを
作り活性化したいと思って始め
た大きな夢の実現。自然を相手の栽培で大変ですが共同作
業で頑張っています。「あんぶれらネットワークれんげの
会」では、モーモーフェスタやこて絵サミットのお手伝い、
視察研修などに参加。ほかに「はぐるま会」にも所属して
います。他団体と合流して大きなグループを作って協力し
ながら活動していきたいです。

-４-

主に江津市、浜田
市、大田市、益田
市の病院や施設へ
の慰問活動を行っ
ています。慰問活動は私たちが元気を頂く場所です。演奏
や踊り、ダンス、自分たちのできることを勉強して、発表
の場にする楽しさや健康のありがたさと、自分たちの楽し
い人生に感謝しています。会員１１０名。

木戸友子

琴名流大正琴
琴扇芳の会

スウ
ウェ
ェー
ーデ
デン
ン便
便り
り ②
②
ス

江津市

スウェーデンは
世界一の
ママの国

中村芳江さん

柳楽利子さん 出雲市多伎町

出雲市男女共同参画まちづくり実行委員会
出雲市多伎地域男女共同参画推進実行委員会
多伎地区を中心に、講演会、フォーラムを開催しています。
多伎地域の町づくりをはじめ、出雲市全域また島根県全体
を視野に入れ、実践活動を展開できるように男女共同参画

▲昨年はストックホルム県で史上最多の赤ちゃんが誕生し、
育休パパも増加傾向のスウェーデン

の町づくりを進めていきたいと思います。

島根県男女共同参画審議会委員、出雲市男女共同参画推進委員。

「スウェーデンは世界一の ママの国 」。先日
読んだ新聞で、この見出しが目に飛び込んできま
した。国際 NGO「セーブ・ザ・チルドレン」が実
施した「世界の母親」に関する調査でスウェーデ
ンが第１位になったのです。この調査は、
「子ども
の福祉は母親の福祉の上に成り立つ」という理念
にもとづき、母親の識字率、避妊手段の利用率、
出産時の医療支援等を総合して国際比較したも
の。ちなみに日本は第 12 位でした。比較項目の
中に国会議員における女性の比率が含まれていた
のが影響したようです。しかし、女性の政治参画
が子どもの福祉に繋がるという発想は注目に値し
ます。女性が自分の体について自己決定し、必要
な医療援助が得られ、かつ、生活に直結する政治

▲出雲市多伎町久村自治会女性部

にも参画できる、そんな国でこそ、子どもは健や

あすてらすフェスティバル２００６出展の様子

かに育つということなのでしょう。

杉原幸江さん

さて、先ほどの新聞記事は「スウェーデンの状況

益田市

ジェンダーに
とらわれない
保育、子育て
環境のあり方
を実践研究中。
「レディスますだ」にジェンダーの視点から
子育てを考える「保育所日記」を隔月連載。自分にできる
ことをひとつずつやっていきます。周囲にできる女性が増
えていくのがすごく嬉しいです。

は他国との比較では良いが、医療ケアや教育の悪

益田市保育研究会
益田市女性懇話会

化など課題は多い。」という関係者の厳しい言葉で
締めくくられていました。日本に比べ、子育て環
境に恵まれたスウェーデンですが、学力の低下、
児童虐待、未成年の飲酒など、共通する問題も少
なくありません。
＜次回の予告＞
さて、9 月には 4 年に一度の選挙が行
われます。在住 2 年の私にまだ選挙権
はありませんが、次回は今後のスウェ
ーデンの政治を左右する選挙について
レポートしたいと思います。

【ネットワーク会員の皆様には、この度のアンケートにご協力いただ
きありがとうございました。

あすてらすネットワーク事務局】
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あすてらす情報ライブラリー紹介
だれでもできる
地球を守る３Ｒ大作戦

親子で読む
環境ホルモンってなあに？

山本耕平著
合同出版株式会社

辻 万千子・河村 宏著
毎日新聞社

地球を守るために「資源循環型

アレルギーや化学物質過敏症と

社会」へという思いはあっても、

いった病気が増え、アザラシの大

いざ日常生活で実行するとなると

量死など野生生物たちにも異変が。

なかなか…という方も多いのでは

それは多くの場面で化学物質を多

ないだろうか。本書は家庭ででき

用してきたツケだといわれるけれ

る３Ｒ、つまり「リデュース・減

ど、どんなふうに？これからどう

らす」
「リユース・再使用」
「リサ

なるの？といった疑問に答える一

イクル・再生利用」について分か

冊。ホルモン本来の働きに、現代

りやすく親しみやすいイラストを

社会の暮らしぶりが関わって、こ

多用し紹介。自分にできるところ

んなにも大きな問題を引き起こし

から始めてみませんか。

ていることを、今こそ知っておき

（ｎｅｋｏ）

たい。

(白くま)

虹の彼方に

Q＆A ＤＶってなに？

レスビアン・ゲイ・クィア映画を読む

番 敦子・中山洋子・根本真美子著
明石書店

出雲まろう 責任編集
（株）パンドラ

新着図書が
どんどん入荷して
います。
ご利用ください。

本著は DV（ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ･ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ、
長い間無視され否定され続けて
きた同性愛。
それは映画の中でも､
隠されると共に実は表現され続け
てきました。この本に挙げてある
映画を観たことがありますか。読
んだ後には、みかたが変わるかも
しれません。ともあれ、 あすてら

〜『虹の彼方に』関連ビデオ
｢セルロイド・クローゼット｣
1995 年アメリカ 101 分
監督 ロブ・エプスタイン

す で同性愛を取り扱うのはなぜ
か？231 頁にある言葉が一つの
答えではないでしょうか。(涼風)
-６-

夫・恋人からの暴力）の入門書で
あり、解説書でもある。DV に関
する疑問を段階的に取りあげ、巻
末には相談窓口も掲載。
人権＝「人
としての尊厳」というように、説
明が丁寧で分かり易い。
若い女性･
これから結婚する女性を対象とし
て書かれているが、全女性の必読
書と言っていい内容である。
(はっしー)

あすてらす情報ライブラリー
図書・感想シートより
日本だけではなかった！驚きま

す。従軍慰安婦問題に関心があ

した。同時に無知を恥じました。

る方は是非読んで下さい。

ナチズムと強制売春

「日本だけでなく他の国もやっ

従軍慰安婦などというあいまい

強制収容所特別棟の女性たち

ている」という意味ではなく、

クリスタ・パウル著

戦争を引き起こす国家というも

な呼び方ではなく、明確に(ナチ
．．
ズムドイツに)売春を強制され

イエミン恵子・池上記代美・梶村

のが、その中に男と女の優位劣

た女性たち・女性囚人たちの事

道子・ノリス恵美・浜田和子訳

位関係を利用しながら、その意

実です。

明石書店

志を遂行しようとすることにで

（サム）

リニューアル☆情報ライブラリー
→分類番号順

ライブラリーが１階に移設されました。
机

一般(６)

以前に比べ狭くはなりましたが、使い勝手

机

ビデオ

カ
コピー

が良いと好評なようです。棚の整理も行わ

出し）と「一般」（黄色の棚見出し）に
分けられています。「女性問題」図書は

雑

誌

ウ
ン
タ

)
(

☆ 書棚･･･図書は「女性問題」（緑色の棚見

一般 ５

れましたので、お知らせします。

女性(２)

女性(１)

｜

本棚(1)(2)を中心に配架され、分類番号
一般(３)

３６０番台が特に細かく分類されてい
ます。また、分類番号の流れが矢印で表
示されています。

一般(４)

ソ

フ

ァ

ソ

フ

ァ

☆ 今後の収集･･･「女性問題」に分類される
図書を中心に収集される予定です。

入
口

マット

☆ 書庫･･･全集や洋書、発行年の古い書籍等
が所蔵され、希望者には閲覧・貸出が可

児

童

書

ビデオブース

新

刊

能です。
☆ お勧め図書等の紹介･･･ライブラリー利

ライブラリーのお勧
め図書等をご紹介く
ださい。ご応募お待
ちしております！

用者にお勧め図書等を「図書・ビデオ感
想シート」に記入していただき、本紙の
紙面で紹介していきます。テーマは「男
女共同参画に関するもの」です。
（情報 Market 編集委員 涼風レポート）

▲女性問題に関する図書やビデオがズラリ！
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女と男のパートナーシップの創造拠点の施設として、平成11年3月に島根県立男女共同
参画センター「あすてらす」はオープンしました。今年4月からは「西部県民センター県
央事務所」が入り、計4つの機関が入居しています。より身近で使いやすい施設を目指し、
運営してまいります。皆様の活動の場としてどうぞ「あすてらす」をご利用ください。

４Ｆ（財）しまね女性センター
県内における男女共同参画の推進のための拠点と
して、啓発・広報、学習研修、調査研究事業など
様々な事業を展開しています。事業内容など詳し
くはホームページ、または事業課までお問い合わ
せください。
また「あすてらす」の施設管理運営業務を行って
います。研修室やホール、５Fの宿泊施設など、
ニーズにあった様々なお部屋がございますのでど
うぞご利用ください。
＊受付時間などは下記INFORMATIONのとおり
＊事業課直通℡ 0854-84-5５14

２Ｆ 島根県立中部情報化センター
中部情報化センターでは、県民の皆様を対象に毎
月開催しているパソコン研修や、自分の知ってい
るＩＴに関する知識を伝える「地域ＩＴリーダー
養成」など地域の情報活用の促進に向けた取り組
みを行っています。また『ちゅーぶくらぶ』会員
を募集しています。会員を対象としたパソコン相
談をはじめ、研修のご案内やお得情報など様々な
情報を発信していきます。随時会員募集中です。
ぜひご登録ください！

４Ｆ あすてらす女性相談室

（配偶者暴力相談支援センター）

さまざまな悩みを抱えて一人ではどうしてよいか
わからなくなってしまったら、どんな小さなこと
でも相談してください。女性の相談員が一緒に
なって考え、問題を解決するよう努めます。
【女性相談の窓口】
＊相談時間 月〜金曜日 8時30分〜17時
(土･日･祝日･年末年始を除きます)
※女性相談センター(あすてらす女性相談室を除く)土･日の電話相談も行います
（祝日・年末年始を除く）

あすてらす女性相談室
女性相談センター
出雲児童相談所
浜田児童相談所
益田児童相談所
中央児童相談所隠岐相談室

℡0854-84-5661
℡0852-25-8071
℡0853-21-8789
℡0855-28-3434
℡0856-31-1886
℡08512-2-9810

２Ｆ 西部県民センター県央事務所
県税の納税証明書及び納税の窓口、パスポートの
申請、発給の窓口のほか、県情報公開コーナーも
備えていますので、お気軽にお立ち寄りください。

＊受付時間 火〜日曜日 8時30分〜19時
℡0854-84-5593(土･日は17時まで)
E-mail：tyubu@joho-shimane.or.jp
http://www.joho-shimane.or.jp/cc/tyubu/

＊受付時間 月〜金曜日 8時30分〜17時
【納税窓口】℡0854-84-9576
【パスポート窓口】℡0854-84-9573

「あすてらすネットワーク情報Market」へのご意見・情報をお待ちしています
住所・氏名(グループ名)・電話番号を明記の上、下記あてに郵送、ＦＡＸ、メール
にてお送りください。匿名希望の方はペンネームをご記入ください｡原稿は400字
以内、イラスト、漫画は葉書大以内でお願いします｡ 掲載させていただいた方には
500円分の図書カードをさしあげます。

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
■開館時間

９時〜２１時 （研修室等の利用受付は19時まで）
（ニューメディアスペースの土曜日･日曜日の利用については17時まで）
■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、日曜日･国民の祝日･年末年始（12月28日〜1月3日）

島根県立男女共同参画センター
〒694-0064 島根県大田市大田町大田イ236-4
TEL 0854-84-5500(代) FAX 0854-84-5589
URL http：//www.asuterasu.pref.shimane.jp/
E-MAIL asu-01@asuterasu.pref.shimane.jp
発行/財団法人しまね女性センター
編集/情報Market編集委員 表紙イラスト/おのみゆき

〜編集後記〜
あすてらすフェスティバルで、
シャッターチャンスを狙って歩
き回りました。スタンプラリー
抽選会場で、１等を引き当てた
人にも遭遇しました。
情報Ｍａｒｋｅｔ では、皆
様の時々の心模様を切り取り、
紙面に織り込んでいきたいと
思っています。
(はっしー)

