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益田市 吉山泰子さん

あすてらすネットワーク会員
活 動 の 輪 （その弐）

さんきていばいさりゅう

●(財)煎茶道三癸亭賣茶流
私が永年たずさわっている茶道は煎茶道です。
総合芸術である煎茶道に関わり、色々な事を学
んでおります。
山陰地方には、煎茶の流派が少ない中で、私
達の賣茶流は少しずつではありますが、地域に
広まって参りました。益田市の文化祭、グラン
トワのイベント、益田市文化協会主催のイベン
ト、更に小学校でのクラブ活動等々に参加しな
がら活動を続けております。
お煎茶のお茶会を通じて多くの人々、また益
田市以外の地域の方々にも楽しんでいただける
ことが出来たらと思っている毎日です。

前号にひきつづき、ネットワーク会員の皆さんの紹介です
活動されていることや思いをお寄せいただきました

浜田市 高橋晴美さん
●こしかけ茶屋くずの花
●かね乃家
「こしかけ茶屋くずの花」は、高齢者への配
食サービスと安否確認をテーマにしたサロンで
す。「かね乃家」は、浜田のブランド魚である
[のどぐろ]を全国発信したいとの思いから[柿酢
のどぐろずし]の店として立ち上げました。
地域の食材をテーマに特産品の開発や、地元
で頑張っておられる加工グループの人たちと
ネットワークを作って全国発信したいと思いま
す。食育についても郷土食を通じて、高齢者、
子どもや若いお母さん方との交流の場を提供し
ていきたいと考えています。

江津市 本藤三世子さん
●江津市男女共同参画推進委員
●県男女共同参画サポーター
男女共同参画社会実現に向けての啓発に関す
る活動や、子育て支援活動等を行っています。
「ささやかでいい。ゆるやかでいい。継続が
大切」を、モットーにしています。

出雲市 三原康弘さん
●出雲市男女共同参画のまちづくり実行委員会
市民が男女共同参画に係る各種事業を通して、
相互に連携しネットワークの輪を広げています。
男女共同参画社会の実現に向けて、会には企
画部会を設置し、フェスティバル等を含む会の
運営に当たっています。

奥出雲町 永濱順子さん

▲10月15日 3周年を記念して、立ち上げの時に協力
していただいた方を招待しての食事会の様子

●八川子ども文庫（読み聞かせ）
●視覚障害者への音訳本製作
●心身障害者の小規模作業所支援
「八川こども文庫」の活動は 、３グループで
ローテーションを組み、毎週火曜日に八川小学
校の朝の読書タイムで読み聞かせを行っていま
す。また、都合のつくメンバーは幼稚園にもう
かがっています。「視覚障害者への音訳本製
作」では、IT時代の流れで音訳もパソコンで録
音することになり、悪戦苦闘の日々です。「心
身障害者の小規模作業所支援」については、開
設準備からずっと運営委員として関わっていま
す。現在支援費の問題で大揺れですが、毎週水
曜日、一緒に仕事をしています。
若い人が活動に参加できる仕組みができると
良いなと思います。ただ、組織立ったこと、表
立ったことしか評価されないのは家事労働が正
式に評価されないのと同じではないでしょうか。
地域はそんな力で支えられているのです。高齢
者が増えたことばかりを嘆いているのはおかし
なことだと思います。

▲地元の食材を使ったお弁当

益田市 狩野とよみさん
●益田ヘルスカウンセリング研究会
「ぴゅあヘルス」
ヘルスカウンセリングという手法のカウンセ
リングを指導者のもとで学習しています。
また、年に一度公開講座として講演会を開催
しています。しまね女性ファンドの助成を受け、
今年も１０月９日に益田市で開催し、約９０人
の方々にご参加いただきました。
今後も多くの学習会を開き、継続していきた
いと思います。
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益田市 島田滋子さん

木戸友子さんのスウェーデン便り③

●いわみ女性の集い
●かめの会
●乙吉ふれあい会

理想に近い女性議員の進出
女性の国会議員が４７.3％

「いわみ女性の集い」では、子育て支援、男
女共同参画、地域振興等に係る活動、「かめの
会」では、独居老人へ絵手紙を送る活動を行っ
ています。また「乙吉ふれあい会」では地域の
福祉ネットワークづくり、元気な高齢者の居場
所づくりなどを通して、交流の輪を広げていま
す。この活動を末永く継続していきたいと思っ
ています。

9月17日は4年に一度の総選挙が行われました。
※1
まだ選挙権 のない私は傍観者に終わりました
が、右派ブロックが左派ブロックを僅差２％の
※2
差）で破り 、政権は社会民主党から保守党に移
りました。12年ぶりの政権交代です。保守党の勝
因はスウェーデン経済が好景気ながらも抱えてき
た雇用・失業問題に具体的な政策案を打ち出した
ことに対し、左派ブロックはこれまでの実績ＰＲ
を重点に置く戦略で具体策に欠けたという分析も
あります。いずれにしろ、右派ブロックが政権を
握ったということは、高福祉の路線から徐々に離
れ、自由競争が進んでいくことになるでしょう。

●あすてらすネットワーク情報Market編集委員

さて、選挙結果で興味深いのは、女性議員の割
合がさらに増えたこと。国会349議席中、女性は
165人で47.3％。前回より2％強の増加です。
10月6日に発足した新内閣の顔ぶれも、22人中、
女性は10人。全体の平均年齢は47歳で、一番若
い大臣は33歳です。男女比だけでなく、若い政治
家が活躍できる風土がスウェーデンの特徴だとい
えます。

年３回の「あすてらすネットワーク情報マー
ケット」編集・発行をしています。諸活動の紹
介が広く地域の方へ伝わり、もっとたくさんの
方の参加やあすてらすの利用を促せるといいな
と思います。皆さんどんどん情報発信をしてい
きましょう！
（大田市 三宅雅子）

【新内閣の顔ぶれ】

あすてらすの情報ライブラリーやネットワー
ク会員さんの活動内容、各種イベント情報等を
今後とも積極的に発信してゆきたいです。
しかし編集委員がだいぶん不足してますので、
われこそはと思われる方は、あすてらすネット
ワーク事務局までお問合せいたたきますよう、
お願いいたします。
（出雲市 福間正久）

女性の議員比率ではもう理想に近いスウェーデ
ン。8割以上の女性が働き、保育制度も育休制度
も充実しています。しかし、賃金格差や職域の偏
り、女性への暴力など、取り組むべき課題は少な
くありません。新政権がこれらの課題にどう取り
組むのか、しっかり見ていきたいと思います。

〜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〜

【各政党の政策PRパンフレット】
各地の選挙小屋で配布されていた

今年度も、毎年恒例の「あすてらすネット
ワーク会員交流会」を開催します。
ネットワーク会員の皆様には、日程など決ま
り次第ご案内させていただきます。
前年度の交流会では、木戸友子さん(元(財)し
まね女性センター専門員)をゲストに、ス
ウェーデン料理の体験や、各会員さんたちの活
動内容の発表、木戸さんのスウェーデン報告な
ど、盛りだくさんのイベントを開催しました。
今回も有意義な会となるよう企画しています
ので、どうぞご参加ください。

（※ 注釈）
※1‥国政選挙は日本国籍を放棄してスウェーデン国民にな
らなければ選挙権は得られないが、地方選挙の場合は3年在
住すれば投票できる。
※2‥スウェーデンの選挙は比例代表制で複数政党が右派と
左派にわかれ、連盟を組んで闘うため、政党単独の得票率で
はなく、ブロック合計の得票率で政権が決まる。
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あすてらす３階のワークステーションをご存知
ですか？
パソコンをはじめ、A1サイズのポスターも印
刷できる印刷機や、製本機などが揃っており、
会議はもちろん、機器を使っての作業スペース
としても快適！
現在３０の団体、グループの皆さんが登録され、
ワークステーションを利用されています。
あなたの団体、グループも、ワークステーショ
ンを活用してみませんか？

以下のとおり、事前の登録手続きが必要となります。
■登録ができる団体
営利を目的にしない団体で、男女共同参画社会の実現に即
した活動を目的とする団体。
■登録手続き
利用団体登録申請書（専用用紙）、団体規約、会員名簿の
提出が必要。
■登録団体の経費負担
部屋の利用料金は無料ですが、消耗品代金（印刷代、紙代
等）は有料となります。
※手続き等詳しくは、あすてらすへお問い合わせください。

＼こんなふうに使っています！／

登録団体の皆さんの声
まちなみ探偵団

ほっと・すぺーす２１

会員数：１０名（女性５名、男性５名）
代 表：福間祐子さん（大田市）
利用回数：月1〜2回程度利用
利用用途：会議、チラシの作成などで利用
■活動内容：活動を始めてちょうど11年になりま
した。石州左官の技 鏝絵 等による地域資源伝
承・活用など。近年は、国、県、市町村等と連携
しながら、次のような活動・事業をしています。
・H16年3月
ホームページ開設 URL

会員数：３０名（女性２９名、男性１名）
代表：冨金原 太さん
利用回数：月1〜2回程度利用
利用用途：会議などで利用
■活動内容：18歳までの子どものための電話
「子どもほっとラインもしもしにゃんこ」を開
設し、子どもの心に寄り添い、聴くこと、一緒
に考えることを大切にしています。また、子ど
もの今と明日を考える輪を広げようと、子ども
の人権ワークショップやフォーラムを企画して
います。
●ワークステーションについて：県中央にあり
県内エリアで活動する団体には、集まりやすく
駅の近くというのも便利。5，6人で会議する
のにも手頃な広さです。空調が整っていて、他
の施設にはない裁断機等もあり、作業がとても
はかどります。

http://www.kotenami.jp/

・H17年11月
「全国鏝絵サミットインしまね」開催
（於:あすてらす）
・H18年7月〜
国交省地域活力再生推進事業「石州左官の伝統
芸術『鏝絵』の保全、継承と利活用」（所有者ア
ンケート、案内人養成講座実施、案内の手引等の
作成、鏝絵めぐりコースの設定など）
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便利な機材
が
ありますよ

いい仕事 多様な機材がお手伝いします♪
印刷機

紙折機

製本機

★用紙を２つ折り、
３つ折りなど、６と
おりの折り方が出来
る機械

ラミネーター

★用紙を専用フィル
ムでコーティングす
る機械

カッティング
マシン

★用紙を順番に
並べる機械

電動裁断機

★大型サイズの用紙
に印刷する機械（看
板作成に使えます）

シュレッダー

★たくさんの用
紙を一度に裁断
する機械

★原稿を輪転機で印刷
する機械（同じ原稿を
たくさん印刷するのに
適しています）

★用紙に一度に穴を
あける機械
★文字や図形を
シールにする機械
★用紙を専用針で閉
じる機械（分厚い書
類を綴じるのに便利
です）

プリンター

テーブル
★８人掛け

ステープラー
★専用のテープに文
字など印刷し、ラベ
ルを作成する機械

ラベル印刷機
大型テレビ・ビデオ

カラー
プリンター

ＯＡボード

電動パンチ

ポスター
プリンター

ソーター

★８人ゆったり座れ
るテーブルです
★会議、作業台とし
てご利用ください

★登録団体の方は、
ロッカーの利用が出
来ます

ロッカー

出入口
▲あすてらす３Ｆワークステーションの平面図（６ページの施設紹介も合わせてご覧ください）

島根県
小中学校養護教諭研究会

浜原婦人会
会員数：５５名（女性５５名）
代表：山根芳子さん（美郷町）
利用用途：チラシの印刷など
■活動内容：会員研修会やそれに伴い会員親睦旅
行など行い、交流を深めています。また、体育祭、
産業祭やチャリティーへの参加、ふれあい学級の
社会福祉協議会事業への支援のほか、地域自治会
事業に参加・支援活動を行っています。
●ワークステーションについて：総会資料の作成
などで印刷機、裁断機、紙折機などを利用してい
ます。職員さんの応対の良さを利用するときいつ
も感じています。今後ともよろしくお願いします。

会員数：２９名（女性２９名）
利用用途：看板の作成など
■活動内容：大田市の学校保健に関する事（学
校保健管理・学校保健指導）
●ワークステーションについて：大田市で県の
研究大会がある時など活用しています。

ビデオで女性学
会員数：５名（女性５名）
代表：大野美和子さん（大田市）
利用用途：会議など
■活動内容：「気軽に入れる女性学」として、
ビデオ（映画）をみながら、自分のこと、母や
娘のことを話し、不平等の仕組みに迫ろうと実
施しています。映画をみる時間と話し合う時間
がいるので、苦労しつつですが。

アンケートにご協力いただきまし
た団体・グループの皆様、ありが
とうございました。あすてらすは、
使いやすく、また親しんでいただ
ける施設づくりを目指しています。
皆さんもぜひご利用ください！
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３Ｆ

（３Ｆ〜５Ｆ）
ワークステーション

和室

学
習
の
フ
ロ
ア

EV

和 室1
和 室2

女 性手洗

ワ ーク
ス テーシ ョン

手洗

EV

すべての人が利用しやすい施設です

女性団体・グループ等のミーティ
ングや相互の情報交換、交流の場 バリアフリー
●身体の不自由な方や高齢の方も利用しや
としてご利用になれます。
すい施設となっています。（ハートビル
印刷機なども設置
しています。
法の誘導的基準に対応）

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。

●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・宿泊室は車椅子の方や、
身体の不自由な方に使いやすい設計です。

男 性手洗
研 修室 2
特 別会議 室

研 修室 1

特別会議室

研 修室 3

研 修室 4
生 活創造
ス タジオ

生活創造スタジオ

研修室

32席の円卓、大
型スクリーン、ビ
デオプロジェク
ターを設置し、テ
レビ会議を行うこ
ともできます。

環境に優しいエネルギー利用施設
●館内照明には太陽光発電も利用します。
●雨水をトイレの流し水に利用します。
安心できるセキュリティシステム
●エレベーター内や廊下に監視カメラを設
置しています。

調理用機材を設置し、
料理講習等が可能な
ほか、さまざまな創
造的活動にご利用に
なれます。

最大162名収容可能。2〜4室に
分割可能なパーてーション、大型
スクリーン、ビデオプロジェク
ター等を設置し、学習、研修、講
座等を行うことができます。

女性や子ども連れの方が利用しやすい
トイレの設計
●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」等を備えたトイレを設
置しています。

相談室

４Ｆ

５Ｆ

女性の抱えるさまざまな問題を解決するため
ご相談に応じます。内容によっては、それぞ
れの専門機関へ紹介します。
グ ループ 相談室

相
談
の
フ
ロ
ア

EV

女 性手洗

EV

男 性手洗

あ すてら す
女 性相談 室

手洗
相 談室 1 相 談室 2

応 接室

貸 館受付
子 どもの へや

多目的宿泊室（1室）

宿
泊
の
フ
ロ
ア

車いすの方が楽にご利用になれる
ように設備を整えています。
EV
EV

多 目的
宿 泊室
515

514
和

512

室

513

(財 )しま ね女性 センタ ー
501

503

511

506

504

502

510

505

508
507

509

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。

※宿泊料金‥お１人様一泊4,900円（税込み）

■施設ご利用について
‥施設を利用する方は､所定の申し込み用紙を事前に島根県立男女共同参画センター4階事務室に提出してください。
■施設利用料金（一般利用、冷暖房費を含む）

時間区分

（単位：円）

9:00〜12:00

13:00〜17:00

18:00〜21:00

9:00〜17:00

13:00〜21:00

9:00〜21:00

※研修室1（54人）

3,870

5,180

4,840

8,420

9,780

11,970

※研修室2・3（36人）

2,450

3,270

3,080

5,310

6,200

7,570

※研修室4（36人）

2,530

3,360

3,150

5,490

6,390

7,810

※多目的研修室

3,310

4,420

4,130

7,170

8,340

10,210

※和室1（8畳）

1,330

1,800

1,690

2,930

3,400

4,180

※和室2（8畳）

1,090

1,440

1,360

2,350

2,740

3,360

※特別会議室（32人）

5,530

7,380

6,910

12,010

13,960

17,050

※生活創造スタジオ

5,100

6,790

6,370

11,070

12,870

15,730

19,430

25,900

24,290

42,130

48,980

59,830

※楽屋1

230

310

280

520

590

750

※楽屋2

320

440

400

740

850

1,050

1,550

2,080

1,640

3,580

3,700

5,120

7,730〜

10,300〜

8,510〜

17,520〜

18,620〜

24,980〜

施設名

※ホール

映像音響編集室
パソコン研修室（研修）
パソコン研修室（個人）

1台につき、一般590円・高校生以下330円(個人利用は､研修利用がないときに限ります

※印の施設を男女共同参画社会の形成を目的として使用するときは、施設使用料金が約２／３になります。
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あすてらす情報ライブラリー ブック＆ビデオの紹介
〜 活躍している女性 〜

私たちの会社 はじまり物語
Her Story ハ ー ・ ス ト ー リィ
−主婦２人から３万人のネットワークへ

嫁より先に牛がきた
役重真喜子著
家の光協会

日野かえこ・さとうみどり著
㈱宝塚出版

「人との出会い」がそのままビジネスになって
いく。女性ひとりひとりは弱いけれど集まればパ
ワーになるユニークな事業。女性だって、主婦
だって、起業できる。やって出来ないことはない。
彼女たちの輝く生き方の物語。
女性に勇気と元気を与えてくれる一冊です。
（きらきら）

「牛が好き、ここが好き」と選んだ田舎暮ら
しで学んだ大切なことは、人は一人では生きら
れないということ。地縁、血縁の網の中の暮ら
しに戸惑って、馴染んでいく様子がとても近く
に感じられる。
島根はＩターンを受け入れる側、私たちはそ
んな温もりを伝えられるだろうか。（白くま）

スタンドアップ

Q&A女性と労働110番
働く女性の権利を守るために

ビ デ オ

職場の女性問題研究会編
民事法研究会発行

（2005年/アメリカ）
監督 ニキ・カーロ
出演 シャーリーズ・セロン
フランシス・マクドーマン
シシー・スペイセク他

アメリカ初のセクハラ訴訟の実話を映画化。
様々な事情で男性に互して鉱山で働く女性達。
10代でレイプを、結婚してDVを、自立するた
め就いた職場ですさまじいセクハラを受けた主
人公が、家族と自分を守ることと、同じ女性労
働者を守ること、ひいては労働者全体をより良
い環境にすることを求め、絶望の淵から闘い抜
いた物語。荒涼たる鉱山の風景が男社会とその
暴力の前にふるえる女性の心象を表しているか
のようだ。一人では弱い、一人では怖い。でも
見えなくても同志は居る。立ち上がれ、スタン
ド･アップ、立ち上がって声を出せ。男たちの
中にも同志は居る。
主演のシャーリーズ・セロンにとって、この
映画は最高の作品のひとつとなるだろう。
監督はニキ・カーロ（女性）。実話の女性た
ちも出演している。
（涼風）

「もう少し法律を知っていたらここまで至ら
ずにすんだのに」「もっと早く解決できたの
に」と思われる事態にたびたび出会う執筆者た
ちの心からのプレゼント。
自分だけの事ではない、働く女性みんなのた
めの知恵と力を身につけましょう。一問一答で
わかり易い。
（涼風）
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「迷い道ウロウロ」
ペンネーム：困ったサポーター（津和野町）
地区の男性20人がエプロン姿も可愛く？参
加した「男の料理教室。70歳代の男性達は途
中でエプロンを外して雑談、50才代は不器用
な包丁使いで「やれんのォ」の声を連発、30
〜40歳代は計量スプーンや包丁使いは手慣れ
たもので後片付けの布巾さばきはお見事！若い
世代では、すでに家庭の中で男女共同参画は進
んでいて未来は明るい！とニンマリした私です
‥が、しかし、地域の中で男女共同参画の話題
を出すと、周囲の口数が少なくなってしまう現
状に私は迷い道へ‥。
結婚後も家族の協力を得て仕事を続ける知人
の「仕事が続けられる事に感謝している私に
とって、男女共同参画の話には戸惑いを覚え
る」の言葉に、また一つ迷い道へ。

男女共同参画の実現に向けて、今を生きる私
たち一人ひとりの人生観や多様な価値観等、ま
た地域性によって目線が異なり、到達には色々
な道筋がある事を再認識。
そんな私がいつも勇気を貰うのが、地区での
手作り福祉ボランティア活動への参加です。
活動では、有志がお弁当を手作りし手紙を添
えて、高齢者世帯や在宅介護の方々にお届けし
ています。
当初会員は女性のみでしたが、今は男性会員
も増え、活動して10年が過ぎました。
福祉活動を通して人権意識が育まれ、男女が
年齢を超えてお互いを認め合い、話し合いを重
ねて活動を続けています。
ここは、お互いが出来る事を男女の別なく、
思いやりの心を持って助け合える男女共同参画
の世界です。

【募集受付期間】平成18年12月1日〜平成19年1月31日（必着・当日消印有効）
【事業実施期間】平成19年4月1日〜平成20年3月31日
【助成決定】平成19年3月下旬

＊申込方法など詳しくは事務局までお気軽にお問い合わせください＊

◆問い合わせ先◆公益信託しまね女性ファンド事務局（財団法人しまね女性センター内）TEL 0854-84-5514

「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

＊ ＊

この情報Marketが配布される
頃はもう晩秋ですね。そろそろ
今年も終わり、また加齢に一段
と拍車がかかってしまった。
そんな時に、明るいニュース
がわが編集部に飛び込んできた。
なんと探し求めてきた編集ス
タッフが一挙に２名も入ってき
たのです。天からの恵みとでも
言うべきでしょうか、ありがた
いことです。
これで編集スタッフの平均年
齢もグッと若返り、とっても喜
ばしい出来事でありました。
（まーくん）

＊ ＊

＊ ＊ ＊

＊ ＊

