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スウェーデンからの風
スペシャルゲストに元あすてらす職員で現在はスウェーデンに暮らす木戸友子さんを招いて、
スウェーデンのお話とお料理… みんな一緒に、ワイワイつくって、ワクワク楽しみました！

３月１１日（土）あすてらすにおいて『あすてらすネットワーク会員』の交流会を開催。
今の時代とこれからに活かされる出会いの場となりました。

スウェーデン料理にチャレンジ！
ヤンソンさんの誘惑

（６人分）

− ジャガイモとアンチョビのクリームグラタン ―
（スウェーデンの家庭料理）

『スウェーデンのお話』
ゆったりとした笑顔の向こうにスウェーデ
ンの暮らしが見える…そんな生活感たっぷり
の映像と木戸さんのお話から、移民を受け入
れてきた国の施策、働き方、子育て環境への
安心感が伝わりました。税金が高いというけ
れど、きちんと暮らしに反映されていて、基
本的な物価が低いという暮らしやすさにちょ
っとため息…
子育ての費用や育児休暇の援助に限らず、
社会生活とのバランスが取れた暮らし方が、
家族を大切にし、子供の笑顔が街にあふれる
…これは、私たちのこれからの時代への警鐘
にも聞こえます。

【スペシャルゲスト】木戸友子さんの紹介
高知県生まれ。現在、ストックホルム在住。大
学でフェミニズムに出会い、電機メーカーに勤務、
英国の大学院留学を経て１９９９年３月から(財)
しまね女性センターに専門員として勤務。２００
４年夏に退職後、スウェーデンに移住。
関心分野はフェミニズム、人種問題、メディア
と性差別、性教育など。福祉国家、男女平等先進
国といわれているスウェーデンの実態（光と影の
両方）を日本の仲間に情報発信していきたいと思
っている。
現在はストックホルム大学でスウェーデン語を
学ぶ毎日。趣味は写真と散歩。

①オーブンは 200℃に予熱。ジャガイモ 6
個は 4~5 ㎜の拍子切にし、水にさらす。
②スライスした玉ねぎ（大 1 個）をマーガ
リン大 1 でやわらかくなるまで炒める。
③耐熱皿にマーガリンをぬり、ジャガイモ
→玉ねぎ→2 ㎝くらいに切ったアンチョビ
（100g）→ジャガイモの順に重ねる。
④アンチョビの漬け汁と半量の生クリーム
（50cc を）注ぎ、表面をならし、パン粉と
マーガリンを散らす。
⑤オーブンの下の段で 30 分焼き、残りの生
クリーム（50 cc）を加え、さらにジャガイ
モがやわらかくなるまで 20~30 分焼く。

クフタ（Kｏｏｆｔｅｈ）

（６人分）

― プラム入り肉団子のトマトソース煮 −
（クルディスタンの家庭料理）

①洗った米（カップ 8 分目）を 2 カップの
水・塩少々で固ゆでに煮る。（約 10 分）
②玉ねぎ 1 個をおろし、1 個はザク切り。
③ボールに合挽肉 600g とおろした玉ねぎ
と香辛料（オレガノ大 1／スマーク大 1／タ
ーメリック小1／チリパウダー小1／塩1.5）
を合わせ 6 等分にし、ドライプルーン 2 個
ずつを中心に団子にする。
④油大 2 でザク切りした玉ねぎを炒め、細
かく刻んだトマトの水煮 400g トマトピュ
ーレ大 2 を加え、煮立ってきたら団子を入
れる。トマトソースが団子の半分の高さに
なるまで湯を加える。
⑤ブイヨン 2 個、ターメリック、塩、チリ
パウダーなどを加え、味を調え、中火で 5~6
分煮たら団子をひっくり返し、さらに 10 分
煮る。

笑顔で語る木戸友子さん

交
流

日頃は女性問題、福祉、看護、子育て、環境、
地産地消と様々な分野で力強く活動する皆さんが
一同に集まる『あすてらすネットワーク交流会』
。
今回はご家族やお子様連れの参加もあり、和や
かに人と情報が出会う場となり、人の輪と活動が
拡がる一日となりました。

会
☆☆ 参加者の声 ☆☆
スウェーデンのお話を聞いて――
●他国の男女共同参画の様子がわかりました。
特に
育児の体制や教育の保障や年金制度がすばらしい
と感じました。
税金は高くても安心して暮らせるほ
うがうらやましい。●外国の食文化、生活まで知ら
せてもらってとても参考になった。
●純粋な生き方
が素敵です。
ワイワイ作って――
●皆さん「あーでもない、こうでもない」と言いな
がらレシピとにらめっこ…『料理の面白さ』を再発
見することができました。
●男性や子供さんの参加
もあり、２歳の子供さんが玉ねぎをむいて、男性は
玉ねぎをすりおろしてくれました。
●赤ちゃんを抱
いて「片手でできることやりまぁす」とポテトとア
ンチョビを重ねるママの姿がありました。

平成１７年度あすてらすネット
ワークの会員数は１４１名（団体
会員含む）でした。今後もネット
ワークの輪をみなさんとともに
ひろげていきたいと思います。
平
成１８年度も引き続き、登録をお
願いいたします。
新規会員も募集中です。ぜひ、お
知り合いの方々にお声がけくだ
さい。

あすてらすネットワーク会員数 詳細 （平成１８年２月２８日現在）
市町村名

個人

12
11
20
9
大田市
35
安来市
4
江津市
3
雲南市
7
東出雲町 2
奥出雲町 1
飯南町
1
松江市
浜田市
出雲市
益田市

団体

2
1

1
1
1

市町村名

個人

4
5
1
4
津和野町
5
吉賀町
1
海士町
1
西ノ島町
2
知夫村
0
隠岐の島町 5
*県外
1
合計
134

団体

斐川町
川本町
美郷町
邑南町

個人・団体数

女性
男性
団体
合計

120
14
7
141

年代

人数

３０代
４０代
５０代
６０代

3
14
39
21
10
1
46
7
141

７０代
８０代
不明
団体
合計

1
7

木戸友子
あすてらすネットワーク会員の皆さん、こん
にちは。２００４年まで（財）しまね女性セン
ターに勤務しておりました木戸友子（きどゆう

ています。
第一回はスウェーデンの基礎情報をご紹介
します。

こ）です。在職中はたくさんの素晴らしい方々
と出会い、多くのことを学ばせていただきまし

＜スウェーデン＞

た。個人的事情により、一昨年の夏に北欧のス

スカンディナビア半島の東半分を占める北

ウェーデンに移住し、以来、首都ストックホル

欧最大の国。国土の５１％が森林で、大小約１

ムに暮らしていますが、今でも島根での体験や

０万の湖が点在する、まさに「森と湖の国」で

思い出が心の支えとなっています。少しでも皆

す。総人口約９００万人。うち１２％が外国生

さんのお役に立てればという思いから、このた

まれという移民大国でもあります。６０年代以

び、在外会員としてスウェーデン情報を発信さ

降の福祉国家建設と並行して、様々な制度改革

せていただくことになりました。スウェーデン

を実施。男女平等、福祉政策、環境保護、ＩＴ

は私にとってまだまだ未知の国ですが、こちら

産業等の先進国として国際的に注目されてい

での生活体験をレポートしていきたいと思っ

ます。

ストックホルム市街地

自然豊かな住環境

サポーター自覚欠乏症
困ったサポーター（津和野町）

がらの話に拍手を送った私。盛り上がった二次

４０年ぶりに高校の同窓会に出席すること

会から三次会への移動では商店街を５８歳の

になり団塊世代の同級生は男女共同参画につ

男女が賑やかに手をつないで歩く有様。島根か

いてどんな意見や認識を持っているのかな？

ら来てくれて嬉しいと夕食まで付き合ってく

サポーターとしてこのチャンスを生かそうと

れる同級生達に感謝感謝。

胸を弾ませながら会場へ出かけました。

青春時代の気分でホテルに帰り、部屋で鏡を

久しぶりの再会に大歓迎？を受け、恩師の内

見てビックリ！ひどい化粧崩れに初めて気付

３人の先生が癌の宣告を受けていると笑顔を

く始末。年を重ねての同窓会の楽しさは格別ね

交えながら語られる人生論に感銘を受け、多く

…と浴槽で幸せな気分に浸っていて大変な事

の男子が企業戦士として長年歩んだ職場の厳

に気付いたのです。男女共同参画について皆に

しさや退職後の人生設計等、本音をのぞかせな

意見を聞くのをすっかり忘れていた事に！

「

Let’s らいぶ ♪

「パソコンへの取り組み」

」
みいちゃん（雲南市）

私にとって「島根県男女共同参画サポータ

隠岐たんぽぽの会（隠岐の島町）
私達のグループは「島根あいてぃ達者

平成

ー」として初の活動（今まで何ぁ〜んもしなく

１７年度知事表彰」をいただいた。これは IT

てスミマセン）となる『あすてらすフェスティ

活用に積極的に取り組む高齢者を顕彰するも

バル２００６』。

のである。

今年の主催事業イベントは、大田市在住の医

私達がパソコンに取り組んだのは６年前で、

師・長坂ゆきひろさんを迎えての『講演ライブ』

当時は会員の中でパソコンを使える人が２，３

です。

人しかなく、せめて会のレジュメくらいは打て

この企画の根っこにあるのは「本当に大切なも

るようになりたいとの思いからであった。

のは何か」
「生きるとは何か」
「優しさや思いや

幸い、県の情報研修車で研修が受けられ、次

り」・・・そんな形のない大切な何かを一人で

第に力をつけ、町内の会報や会計報告などを作

も多くの方に伝え、またそれを考えるきっかけ

ることが出来るようになった。そこで、地域の

を与えて欲しいという思いです。

高齢者の方達にもパソコンの体験をして貰お

長坂ゆきひろさんは『講演ライブ』というス

うと老人会へ働きかけ参加して頂いた。

タイルで、実にさりげなくその願いを実現して

大勢の方達が受講し、現在は３０人位の人が

くださいます。「優しさの伝道師」が語り歌い

３つのグループに分かれて研修を続けている

あげる一片(ひとひら)一片(ひとひら)には、男

（女性の参加者が多いのは頼もしい）。

女共同参画社会の理念と大いに通ずるものが
あるのですよ！

ートをするなどボランティア活動にも加わっ

『人生はライブ ♪ 』と語る彼の言葉に心を傾
けましょう ♪
６月１８日（日）Let’s らいぶ

私達は公民館のパソコン初心者講座のサポ
ている。今後も高齢者の一人暮らしが増える中
で、誰もが IT にチャレンジし生き生きと暮らせ

です！！

ることを願いながら活動を続けて行きたい。

ひと

ひと

―女と男のパートーナーシップの創造拠点としての施設―

【島根県立男女共同参画センター】

情報‖交流‖学習研修‖調査研究‖生活創造‖相談‖宿泊
-

今回は【あすてらす】の１階と２階を紹介します。

１F

ホール
290 席ある座席は前後の間隔が広
く、ゆったりと座っていただけます。
また、各座席には荷物かご、収納式簡
易テーブルが設置してあります。親子
室や同時通訳室も備え、女性団体･グ
ループをはじめ、多くの方に発表の場

パフォーマンススペース

や集会、交流の場としてご利用いただ

１２面のマルチビジョンを備え、

けます。

イベントなどにもご利用になれ
る多目的オープンスペースです。

男性手洗い
女性手洗い・男性手洗い
レストラン・喫茶
女性手洗い

情報ライブラリー
男女共同参画社会に関する図書や資料

２F

※は島根県立中部情報化センター

を中心とした情報を、どなたでも自由
に閲覧できます。レファレンスサービ

ニューメディアスペース ※

スやコピーサービスなども行います。

パソコンでインターネットを体験
するコーナーです。体の不自由な
方のためのパソコンもあります。

パソコン研修室 ※
ネットワークで結ばれた 10

女性手洗い
男性手洗い
ホールへ

台のパソコンで、入門から
ネットワーク、マルチメディ
アまで多様な研修が行えます。
体の不自由な方の研修機器も
揃えています。

映像音響編集室 ※

多目的研修室

西部県民センター 県央事務所

ビデオ編集機などを備え、ビ

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、パスポートの

デオ映像や音の編集ができま

などさまざまな用途に利用できるほか、

申請・発給の窓口のほか、県情報公開コーナーも

す。ハイビジョン静止画作成

ビデオカメラや照明設備が備えてあるの

備えています。（平成 18 年 4 月 1 日から地方機

システムでソフトを製作でき

で、映像の収録スタジオとしても利用で

関再編により窓口がうつりました）

ます。カメラなどの館外貸出

きます。

も行います。

あすてらす情報ライブラリー ・ Ｂｏｏｋ レビュー
ハンサム・ウイメン
涙を愛にかえた女性たち

諸外国の
女性問題

国際結婚とストレス
〜アジアからの花嫁と変容する
ニッポンの家族〜
桑山紀彦著
明石書店
身近にも聞くように
なったアジアからの花
嫁さんとその家族たち。
精神科医でＮＧＯ活動
家である著者は、精神
科医療の場に現れた例
も踏まえながら、さま
ざまな対策を示す。その中で本当の問題は
何なのか、日本の家族制度により同じ困難
を抱える日本の若い女性たちと手をつない
でいくことこそ大切なのでは、と説かれて
いる。
（涼風）

ロバートソン黎子著
フットワーク出版株式会社
「重度の心身障害児らと共に生きる盲目
の母」や「片足切断の試練を乗り越え障
害児教育に献身」している女性、介護経
験を通して介護システムプロジェクトを
推進した女性らを紹介している本書。
知性と個性を感じさせる ハンサム・
ウイメンに胸が熱くなる。
（ｎｅ
ｋｏ）

世界の女性と人権
〜紛争と変革のなかで〜
アムネスティ・レポート
アムネスティ・インターナショナル著
明石書店
「差別は死に至る病である。毎日、多
くの女性と少女が性による差別と暴力の
ために命をおとしている。他のどのよう
な人権侵害も、これほどの生命は奪って
いない。（序文）」恐怖と辛苦のなかで
生きている世界中の女性たち。ノーベル
平和賞のワンガリ・マータイさんの例も
載っている。アムネスティが目指す方向
が最後に記されている。
（涼風）

国際比較 ：仕事と家庭生活の両立

ジェンダーとアメリカ文学

日本・オーストリア・アイルランド

人種と歴史の表象

OECD編著
明石書店
親たちは仕事と子育て
の間で、自分たちが願
うバランスを実現でき
ていない。また、それ
は夫と妻の関係と子供
の発育の両方に重大な
問題を引き起こす。各
国の諸政策の分析と、
その結果親たちがどのように行動し、社会
的な影響があるかについての調査。
（白くま）

原恵理子編
勁草書房
縦糸に「歴史」を、横
糸に「男と女」「自己
と他者」「白人と非白
人」といった、相対的
な観点でジェンダーを
捉える事によって、ア
メリカ社会の表象を描
き出す。論理的思考方
法が好みの人には、ダイナミズムな構成
に酔える作品。少々難解だが、挑戦の価
値あり。
（はっしー）

池坊石東支部のみなさんには、
あすてらす１階ロビーを季節の花々で美しく演出していただいています。
あすてらすにお越しの際は、是非ご鑑賞ください。
石見銀山遺跡を世界遺産に。大田
市民 はもとより 、県内より多 くの
方々を迎える表玄関として、また女
性、男性の参画の場として、あすて
らすを利用される人は多く、その人
達のひとときの心を「癒す」場所を
つくることを目的として、伝統文化
を引き継ぐ池坊華道の会員の有志が
心をこめて一瓶の花を生けておりま
す。ぜひご高覧をお願いいたします。
〈池坊石東支部〉

「あすてらすネットワーク」は、何かを始めたいけどきっか
けが見つからない、活動を始めたいけど情報不足で悩んでい
る、自分たちの活動をＰＲする場を探している…など、この
ような思いをつなぎ、皆さんと新しい活力を生み出し、大き
な交流の輪を広げていくネットワークです。
来年度も引き続き、ご登録をお願いいたします。また、お友
達も誘ってみませんか。
（あすてらすネットワーク事務局）

「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〜１９時 （研修室等の利用については21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

この号がお手元に届く時は
すっかり春ですね。年度が変
わり人の動きも変わる頃、編
集委員会にも社会にも新しい
体制ができますように！
日本で唯一、法で男女不平等
が明記されている家族（天皇
家）にも変化が起きるか、関
心が高まる時でもあります。
その重圧を受ける３人の女性
に同情を禁じえません。
（涼風）

