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 映画「Back to the Future」で

近未来とされた 2015年、しかし

映画のヒロインは男性に翻弄され

た受身的存在で、ジェンダーの視

点から見ればお寒い設定だった。

実際の 2015年はどうだろう。 

 平日のホテルのランチ風景、以

前はほとんど女性同士だったが、

最近では 60代くらいの男性同士

の客が目立つようになった。仕事

一筋だった男性が退職後「わしも

族」などと揶揄されてきた悲劇を、

団塊世代の男性は持ち前の進取性

と柔軟性で変えつつある。 

 若い世代の変化はもっと著しい。

夫婦で子育ては当然で、育児向け

の情報、サービス、グッズは男性

も使えるように工夫されている。

家族やカップル、女性同士で楽し

むイメージのディズニーランドに

も、男性同士で訪れる若者が増え

ているらしい。それを裏づける調

査結果を出した Webサイト『Menjoy』

のコンセプトは、「オトコを楽し

むための女性マガジン」。また、

4月には渋谷区で「同性カップル

条例」が成立、さらなる展開が期

待されている。このような一連の

現象は、社会的文化的に創られた

性差が解消され、一人ひとりが自

分らしく生きられる社会に日本も

近づきつつあることを示している。 

 ところで今年は 1月のフランス

に始まり、日本でもメディアの在

り方をめぐり近年になく言論・表

現の自由の問題が注目を集めてい

る。詳細に論じる能力は持たない

が、感じるのはシャルリー・エブ

ド誌の襲撃事件が表現の自由を守

る一大ムーブメントへと発展した

西洋社会にならい、日本も権力と

言論の自由の関係を真剣に考える

時期にきているということだ。事

件の発端となった記事、そしてそ

れを許してきたフランス社会には

批判や自省の声もあり、私もその

在り方には大いに疑問を持ってい

る。だが限界はあるにせよ、表現

の自由への脅威として運動が広が

ったのは、フランスが基本的には

個人の自由を尊重する国だからで

ある。彼らは革命後の歴史から、

自由は闘い続けないと容易く奪わ

れることを知っているのだ。 

 自分らしく生きたいと願う私た

ちも覚えておくべきだ。この社会

は自然にできたものではない。女

性やマイノリティとされた人々の

抵抗、闘争、運動によって勝ち取

られてきたものなのである。しか

し、この社会を支える個の尊重と

いう価値は、権力により簡単に後

退させられる。そのことを歴史か

ら学び、言論の自由を保障する民

主主義こそ、自分らしく生きられ

る社会を築く最低条件だというこ

とを肝に銘じたい。戦前に「Back 

to the Future」しないためにも。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「らしーく」は、すべての人に男女共同参画をわかりやすく伝えることにより、一人ひとりが「自分らしく」生きることができる社会を目指します。

 

●発行：特定非営利活動法人あなたらしくをサポート(愛称：らしーく)  ●mail：nporasiku@gmail.com 

 ●web：nporasiku.jimdo.com  ●facebook：www.facebook.com/nporasiku 

 自分らしく生きられる社会を築くために 

  関西学院大学 人間福祉学部 教授 今井
い ま い

 小
こ

の
の
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      （NPO 法人あなたらしくをサポート 顧問） 

 

  

 

らしーく 2周年記念イベント 

人生色々ありまっせ 

       6月 6日（土）13：30～ 
       スワンホールにおいて、 
       漫画家の細川貂々さん 
他をお迎えし「大切な人が○○にな
った時・・・人生色々ありまっせ」を開
催。楽しいトークを繰り広げます。 
◆先着：200名◆参加費：500円 
◆お申し込み 
メール： nporasiku@gmail.com 
電話： ０７０-６５４３-４６５２（星野） 



 

情報発信・啓発 

【女性・児童センター登録グループ活動発表会】 

◆2014年 11月 9日(日)◆伊丹市立女性・児童センター 

◆女性・児童センター登録グループが活動成果を発表する 

フェスティバルに参加し、啓発カレンダーを販売しました。 

 

【男と女のおかしな！？ハナシ】 

◆Ｗｅｂサイト「いたみん」にて隔月配信 

 http://itami-city.jp/mp/okashina_hanashi_hyogo/ 

◆イラスト ： 林やよいさん 

◆コメント ： 友金正雄さん（伊丹市立女性・児童センター所長）  

 

【らしーく通信（メールマガジン）配信】 

◆毎月 20日に、らしーく通信（メールマガジン）を配信。 

らしーくメンバーからのメッセージや、事業予定、男女共同参画情報などを、お届けしています。 

パソコン、携帯で受信いただけますので、ご希望の方は nporasiku@gmail.com にご連絡下さい。 

 

【ホームページを運営】 

◆情報満載の、らしーくのホームページを、

ぜひ下記のアドレスからご覧下さい。 

◆http://nporasiku.jimdo.com/ 

 

 

 

イベント・セミナー 

【話題の本で話そう『紙の月』】 

◆2015年 2月 4日(水)13：30～15：00◆伊丹市立図書館・ことば蔵 

◆宮沢りえ主演の映画で話題になった、角田光代原作の『紙の月』を

取り上げ、主人公が犯罪に走った心の闇や社会的問題について、ざっくばらんに語り合いました。 

 

【寸劇とクイズの『らしーくタイム』】 

◆2015年 3月 8日（日）◆伊丹市立女性・児童センター 

◆「国際女性デーin伊丹 いたみミモザの日」に参加。 

「男と女のおかしな！？ハナシ」を寸劇に仕立てたものと 

男女共同参画に関するクイズをセットにした「らしーくタイム」を 

披露し、会場にお集まりの皆さんに楽しんでいただきました。 
 

 



 

イベント・セミナー 

【話題の本で話そう『ツレがうつになりまして。』】 

◆2015年 5月 13日（水）10：30～ ◆伊丹市立図書館・ことば蔵 １階交流スペース 

◆テレビドラマや映画にもなった、細川貂々作のコミックエッセイ『ツレがうつになりまして。』。

大切な人の「もしもの場合･･･」を、それぞれの視点でおしゃべりしましょう。 

 

【大切な人が○○になった時･･･人生色々ありまっせ】らしーく 2周年記念イベント 

◆2015年 6月 6日（土）13：30～15：30 ◆スワンホール ３階 多目的ホール 

◆第１部＜トークショー＞ 

  漫画家・細川貂々さん（「ツレがうつになりまして。」「イグアナの嫁」等の作者） 

 第２部＜講演＞ 

  関西学院大学人間福祉学部教授・今井小の実さん（らしーく顧問） 

 第３部＜お楽しみ＞ 

  らしーくタイム（寸劇とクイズ、素敵なプレゼントをご用意しています） 

◆定員：200名（先着順）◆参加費：500円 ◆後援：伊丹市 

 

情報発信・啓発 

【男と女のおかしな！？ カレンダー2015 年６月版】 

「男と女のおかしな！？ハナシ」の素敵なイラストカレンダー。 

◆2015年 6月～2016年 5月、Ａ５サイズ、卓上額入り 

◆付録：「男と女のおかしな！？ハナシ」のセリフ（12ヵ月分） 

    らっしーオリジナル絵はがきプレゼント 

◆1,400円 

 

協働事業 

【学校における『キャリア教育』】伊丹市教育委員会との協働事業 

行政と協働して公益的な事業に取り組む「伊丹市公募型協働事業提案制度」に応募、平成 26年度

公開プレゼンテーション審査を経て、らしーくが提案した「学校における『キャリア教育』推進事

業」が選定されました。これから行政と協働で事業を進めていきます。ぜひ応援下さい。 

 

【関西科学塾：保護者への理系のすすめ】神戸大学との協働事業 

科学技術振興機構（JST）の支援を受け、関西の大学が中心となり、 

女子中高生を対象に理科実験教室などを行う「女子中高生のための 

関西科学塾」。2015年度第 10回関西科学塾には、保護者への理系の 

すすめの視点が加わり、らしーくは、幹事校の神戸大学と共に、 

保護者向けの企画を担当することになりました。 

啓発 

  



 

 

 

【201４年度会員】（敬称略）  相崎佐和子 足立和雄 渥美嘉子 池田小夜子 伊藤計子 伊藤つゝ゛き

伊藤裕子 魚野みどり 魚森英輔 魚森光代 大槻修 小川真知子 柏原寿美枝 河口洋美 川﨑かおり 

川島知子 岸田真佐人 桜井周 笹山幸雄 荘司幸子 鈴木稲弘 鈴木初子 砂田枝里 泊照彦  

虎谷めぐみ 長野嘉行 中村睦子 西口真美 西村政明 濱昌央 林孝子 藤田優子 宮村安規子  

森知子 森崎敏子 保田栄昭 保田憲司 山本千恵 雪広淳子 吉川扶美 吉永深 米谷ひろみ 

【201５年度会員】（敬称略）  相崎佐和子 足立和雄 笹山幸雄 保田憲司 
 

【イオン伊丹昆陽店 幸せの黄色いレシートキャンペーンでの応援ありがとうございます】 

 2014年 9月～2015 年 2月の毎月 11日に、イオン伊丹昆陽店の黄色いレシートを、「らしーく」の地域活動

ボックスに入れて下さった総額が 1,203,910円にのぼり、その 1％にあたる 12,000円を、イオンギフトカードで

頂戴しました。多くの方々に、お買い物でも「らしーく」を支えて頂いていることに、心よりお礼を申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【寄付・会員募集】 

「らしーく」の活動は、皆様のご寄付・協賛でま

かなっています。男女の縛りに囚われず、一人ひ

とりが自分らしくイキイキと生きることができる

まちづくりのためのご協力、本当にありがとうご

ざいます。 

 

・正会員  個人 年会費    5,000円 

団体 年会費    10,000円 

・賛助会員  個人 年会費 一口 1,000円 

団体 年会費 一口 5,000円 

【振込先】  

特定非営利活動法人あなたらしくをサポート 

・郵便振替口座 記号 14390 番号 18066961 

・他行より振り込みの場合 

店名  四三八(よんさんはち) 

口座番号  普通預金 1806696 

【あるいは、メンバーに直接お渡し下さい】 

♪ イベント等で、参加者の皆様に、プレ 

ゼントをさせていただく、企業様から 

の商品のご寄付も大歓迎です。 ♪ 

 

「らしーく」って？ 
 

【どんな活動をするの？】 

次にあげる特定非営利活動を行います。 

①男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

②子ども健全育成を図る活動 

③まちづくりの推進を図る活動 
 
【どんな事業をするの？】 

①啓発・セミナー事業 

②情報発信事業 

③組織支援・人材育成事業 

④調査・研究事業 

⑤相談事業 

 

【らしーく役員】 

代表理事 中田 香子 

副代表理事 石﨑 和美 

副代表理事 大林 千雪  

副代表理事 波多江 みゆき 

理事  片山 実紀 

理事  笹尾 照美 

理事  田中 利明 

理事  中山 直子 

理事  星野 郁子 

理事  増本 有砂 

監事  川端 美智子 

顧問  高島 進子 
（神戸女学院大学名誉教授） 

顧問  朴木 佳緒留 
（神戸大学名誉教授） 

顧問  今井 小の実 
（関西学院大学教授） 

 
 
 
 
 

  
 ニューズレター「あ･な･た･らしーく」の 4号をお届けします。

らしーくは、6月で設立より 2年を迎えます。これも、男女共同 

参画社会が必要だと感じて、ご支援を下さる方々のおかげだと、 

心よりありがたく思っています。 

 6月 6日には、感謝の気持ちも込めまして、スワンホールにお 

いて 2周年記念イベントを開催致しますので、ぜひお運び下さい。 

編集後記 

たくさんの方々に会員になっていただき、「NPO法人

あなたらしくをサポート」の活動を支えていただきま

した。お名前を掲載し、心よりお礼を申し上げます。 


