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令和２年度「青森県いきいき男女共同参画社会づくり表彰」
千田 晶子 理事長 功労賞を受賞
青森県では、男女共同参画社会の実現に向けて、顕著な功績のあった方を称えるとともに、様々な分野でチャレン
ジし活躍する女性や団体を、他の模範として奨励するため、平成23年度から県知事表彰を実施しています。
この度、当法人の千田晶子理事長が「功労賞」（長年にわたって男女共同参画社会の実現に向けた活動を積み重
ねてきた個人が対象）を受賞しました。

11月11日、県庁において
三村知事から功労賞をいただいてまいりました
理事長 千田晶子
青森市と県から、思いがけず受賞決定のご連絡を
いただき 「はて、何年活動してきたっけ？」と、思わず
数えてしまった。22年、長かったようで短かった！当
たり前だが、苦しみと楽しみの交差の中で走り続けて
きたように思う。「男女共同参画社会？漢字ばっかり
で何のこと?別に私、幸せだし…」と、結婚退職は自分
で選んだ道と思い、それしか選択肢がなかったと思い
込んでいた頃。「なんか変だぞ、この悶々とした気持ち
は何だろう」とあずましくない思いを抱えていた頃。そして、それは多くの女性たちが感じていて、私だけ
じゃないと気づいた日本女性会議。
『パーソナル・イズ・ポリティカル＝個人的なことは政治的・社会的なこと』
「自分の問題だと思っていたこと、すごく個人的、私事に見えることは、実は社会全体の力関係や社会
の制度として組み込まれ表れている」という現実が、ストンと私の胸に落ちるまで10年以上かかったかも
しれない。
“継続は力なり”というけれど、男女共同参画の活動は、記録や数字などで成果がすぐ目に見えるもの
ではないし、決して一人でできるものでもない。
“力”というならば、人という財産を得たこと
だろう。一緒に活動をしてくれる会員と諸先輩
の方々、活動を応援し、ご協力くださった企業
や団体、個人の皆様のおかげで続けてこられた
と心から思う。この財産を次の人材に繋いでい
くのが、 これからの私の役目だと思っている。
『学びから行動へ 』この連続が“力”となり男
女共同参画社会を形成するための原点だと改
めて思う。
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今年度もカダールフェスタに参画します！
今年のカダールフェスタは記念すべき20回目の開催となります！
当法人は「20年連続参加団体」として表彰されることになりました。
今年も様々な企画でカダールフェスタを盛り上げていきましょう♪
是非、各部会の企画をはじめ、オープニング/表彰式にもご参加ください。
＊1月23日（土）
18：30～20：30 AV多機能ホール

＊1月30日（土）
10：00～12：00 研修室

「『様々なカタチの愛』 私の幸せな時間」

「～介護の基本の『き』～
私らしい介護を求めて」

音楽とともにおはなしの世界をお楽しみいただきます。
企画・クリエイティブ部会
連絡先：090-3750-5292（千代谷）
＊1月28日（木）
13：00～16：00 AV多機能ホール/研修室

「カダールdeシネマ 『グリーンブック』
無料上映会＆シネマカフェ」
1960年代のアメリカ、今よりもずっと人種差別の激
しかった時代に、黒人ピアニストと白人運転手が演奏
旅行を通じてお互いを認め合っていく ヒューマンド
ラマ。 第91回アカデミー賞作品賞受。(2018年
/130分/アメリカ）
上映後にシネマカフェあり。
カダール、シネマ部会 共催
連絡先：017-776-8800（カダール）

日本人の平均寿命も過去最高を更新し、人生
100年時代がすぐそこに来ています。私や私
の大切な人がいつか必ず必要となる介護を学び、
人生に役立てましょう。
心とからだの健康を考える部会
連絡先：080-1680-6559（堀内）
＊1月31日（日）
10：00～11：30 AV多機能ホール

「第６回あおもり男女共同参画
川柳かるた世界大会」
川柳かるたでいろいろな国の文化に触れながら
熱戦を楽しもう！！安全対策はバッチリです。
研修・交流部会
連絡先：090-2187-1827（鈴木）

10月30日(金) AV多機能ホール
今年は、自粛期間が長く、運動不足になっているの
ではないか？これから迎える冬道で、滑った時、体が
思うように反応できるか心配！
そんな意見から、公益社団法人日本３B体操協会 青
森県支部公認指導士の西川悦子さん(すすめる会 会員)
をお迎えして「転ばない身体を手に入れるためのスト
レッチ」を指導してもらいました。Caféですから運
動後にデットクス効果のあるお茶を飲みながら、じゃ
らん・じゃらんしましょ
うという企画でした。
大勢の方に参加してい
ただき、「心身ともにリ
フレッシュできた」と好
評を得るひとときとなり
ました。
(山口睦子)

１月３１日（日） かるた大会へ出場（予定）
２月２0日（土）１２時～ 企画ワーク１
３月１３日（土）１３時～ 企画ワーク３、４
「森山公子さんをお迎えして
『組紐の歴史と組紐体験』」
先着１２名まで
問合せ・申込先(山口まで)
０９０－７０７３－３７４７
mamy３７３４＠yahoo.co.jp
４月１７日（土）１２時～

企画ワーク１

５月１５日(土）１２時～

企画ワーク１

店主 藤川あきつ

日本女性会議2020あいち刈谷
オンライン会議に参加しました！
11月13～15日にかけて、日本女性会議2020が愛知県刈谷市で開催されました。
今年度は、新型コロナウイルスの影響により初のオンライン開催となりました。
研修・交流部会が準備を重ね、13日の基調講演「上野千鶴子～コロナ禍とジェンダー～」と
分科会に9名が参加しました。

1998年尼崎大会以来、11回目の参加となりました。

私にとっての女性会議は、時代の動きとともに様々な課題 「女性の労働問題・賃金
格差・DV・児童虐待問題・ジェンダー・男女共同参画・医療と介護・子育て・今一番
切実な高齢化問題」を考えるきっかけをいち早く気づかせてくれることにつながります。
今回は初のオンライン会議。昨年までは思いもしなかったコロナ禍によって、周辺の
環境もZOOM会議が当たり前になっています。
参加型はちょっと気が重く、聴講型が多かった今回は７種類の講演や
シンポジウムを視聴し【超高齢化社会はみいーんな中途障がい者になる
ようなもの。生き延びる知恵を～他人に助けを求める能力も大事～】
【IT化の遅れは高齢者にとって情報格差から経済格差につながっていくだろう】という
上野千鶴子さんの言葉は「他人に迷惑をかけないで生活する」という概念が刷り込まれ
ている世代に育った私には、考えさせられる内容でした。これからますますリモート化
が進んでいくことになるだろうと思われますが、それに臆せず対応できるようになるこ
とも必要なことでしょう！
一方で、熱気を感じながらワクワク感を共有し、臨場感を味わい、開催地の文化を肌
で感じながら大勢の人と交流できる日本女性会議本来の姿に戻る日を待ち望みたいと思
います。

（すすめる会

佐藤 和子）

今年は、新型コロナウイルス感染拡大の影響でオンライン会議の開催となり
不安でしたが、無事に視聴することができました。
基調講演は講師上野千鶴子さんの「コロナ禍とジェンダー」についてでした。
分科会では「高齢社会～人生100年時代～」「防災～生き抜く防災withコロナ～」に
分かれての参加となりました。
私が参加した分科会の講師あんどうりすさんは、アウトドア防災ガイドをしている方
です。阪神淡路大震災の経験とアウトドアスキルを使った防災技術を、子育て仲間に話
したことをきっかけに2003年から講演活動を開始。「ＳＤＧｓ」の17の目標の中で、
＜５．ジェンダー平等を実現しよう＞に取組んでいる方です。全ての女性と女子のエン
パワーメントに向け精力的な活動をされています。防災について、今までより深く認識
できました。

（研修・交流部会

猿田春美)

青森市男女共同参画プラザ「カダール」
NPO法人あおもり男女共同参画をすすめる会 共催事業 ご紹介！
パープルリボンキャンペーン

女性に対する暴力をなくす運動
11月1３日(金) アウガ正面玄関

毎年11月12～25日は「女性に対
する暴力をなくす運動」の実施期間
です。
今年度もたくさんの方々のご協力
のもと、アウガ正面玄関前でパープ
ルリボンキャンペーンを呼びかけ、
パンフレットやティッシュなどを配
布しました。

【共催】
青森警察署
青森県女性相談所
青森県男女共同参画センター
青森市 市民部 人権男女共同参画課
国際ソロプチミスト青森
有限会社 ビックジャパンカースーパー
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【制作】 竹浪比呂央ねぶた研究所

【協力】 青森菱友会
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10月16日、男女6人をカダールに迎え、私たちの「仕事」について、クイズを交えながらお話
しし、その日開催していた講座 「プチ起業塾」 も見
学してもらいました。「皆さんは市役所の職員なん
ですか？」 「ここで働くにはどんなスキルが必要で
すか？」 などの質問に答え、会話を重ねるなかで、
ＮＰＯ法人の活動や男女共同参画への理解を深め
てもらえたものと思います。
11月20日には 「職場訪問全体発表会」に招かれ
て南高校へ。 6人の発表はすばらしく、とてもうれ
しかったです。 （副理事長 篠崎有香、田中真紀）

↑生徒たちの発表の様子。青森南高校にて。

≪ ２０２１年版 ≫ ノートダイアリー完成しました！
今年度もすすめる会オリジナルノート（B5）を制作しました♪
寄付金200円で１冊お手元に！
2021年度版はシックな黒、文字は銀色です。
☆男女共同参画の歴史・年表を裏表紙に掲載
していますので是非ご覧ください。
※ご希望の方は すすめる会までお知らせください。
℡：090-6680-1375 （平日９時～１８時)

総務委員コラム
「ＺＯＯＭ(ズーム)」による
部会長理事会議を開催しました！
11月30日は部会長理事会議を開き活動
報告やカダールフェスタの予定などを確
認しました。コロナ禍であること、メン
バーはとかく多忙であることから、初め
て「ZOOM」を使ったリモート会議に挑
戦！「ホスト」も不慣れだったため、何
回か「お試し接続」の機会を設け、「つ
ながった！見えた！聞こえた！」と大騒
ぎしながら、本番も無事に終えることが
できました。これからも必要に応じて情
報共有や意見交換にうまく活用できたら
と思います。
(副理事長 篠崎有香)

新型コロナウイルスが猛威を振るっている中、
今年も残すところあとわずかとなりました。旅行
などの外出自粛が続き、ストレスを抱えることが
多くなりました。コロナ禍の中で、私が前と違っ
たことは、”休日は、好きな料理を少しだけ豪華
に作って楽しむこと”です。
以前 「あおもり食命人」 から教わった甘麴を家
庭でも作ってみました。思っていたより簡単にで
き、調味料として我が家では活躍しています。
新型コロナウイルス感染症をめぐる状況は、私
たちの生活に大きな影響を及ぼしています。これ
からは、新しい生活様式、暮らし方、働き方の可
能性が良い方向へ広がっていくことを願ってい
ます。
(総務委員 猿田春美)

2020.12.25 現在
【会員数】
「正会員」
１４３名
「賛助・特別会員」 ４１名

【特別会員PRコーナー】

特別会員
◆横浜国立大学大学院
都市イノベーション研究院
教授 江原 由美子 様
◆沼田法律事務所 弁護士
沼田 徹 様
◆青森中央短期大学 学長
久保 薫 様

賛助会員（順不同）

青森県青森市長島2丁目19−11
電話：017-777-7700
FAX ：017-777-9011

賛助会員ＰＲコーナーへ
掲載をご希望の方はすす
める会までお問い合わせ
ください！

『男女共同参画都市』青森宣言
私は私を大切に思うのと同じ重さで
あなたを大切に思う
性別を超え
世代を超え
時代を超え
人と協調し 人を信頼できる
誇り高い人間でありたい
すべての人の自立と平等をめざして
青森は ここに｢男女共同参画都市｣を宣言します
平成8年10月22日

・小豆畑 緑 様
・貝森 敦子 様
・関 昭子 様
・千葉 あさ 様
・中村 富子 様 ・橋本 尚美 様
・成田 有子 様 ・松山 佳子 様
・牧野 徹
様
・青森中央学院大学 様
・青森中央短期大学 様
・ネットワークA･L 様
・青森オフセット印刷 株式会社
様
・青森ケーブルテレビ 株式会社
様
・青森ヒューマンシステム 株式会社 様
・青森三菱自動車販売 株式会社
代表取締役 佐々木 聡 様
・青森三菱電機機器販売 株式会社
代表取締役
林 均
様
・株式会社 エール・キャリアスタッフ
代表取締役 田中 正子 様
・株式会社 協 同 様
・株式会社 日専連ホールディングス
代表取締役 木村 哲夫 様
・株式会社 ファイブ・ワン 様
・株式会社 みちのく銀行 様
・長尾印刷 株式会社 様
・日乃出タクシー株式会社 様
・富国生命保険相互会社 青森支社 様
・不二印刷工業株式会社 様
・みちのくコカ・コーラボトリング 株式会社
青森営業所 様
・株式会社 青森銀行 様
・有限会社 ビックジャパンカースーパー 様
・青森県信用組合 駅前支店 様
・青 音 白鳥 るみ子 様
・有限会社 二階堂
代表取締役 二階 隆光 様
・株式会社 北都
代表取締役 工藤 信孝 様
・明治安田生命保険相互会社 青森支社
青森観光通営業所 様
・ワインパブ「タートヴァン」 野村 直伸 様
・岩男外科医院 様
・株式会社 青森毎日広告社
代表取締役社長 工藤 昭彦 様
・株式会社 佐藤建業
代表取締役 千葉 昇 様

