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「男女共同参画の概念を、分かり

やすく理解を広めること」を活動

のベースとして立ち上げた NPO法

人あなたらしくをサポートも、活

動開始から 2年少々を経過しまし

た。わずか 2年の間にメンバー数

名が、夫のリストラ、夫の病気と

いう専業主婦のリスクに直面した

のです。 

 否応なく専業主婦の問題を深く

考えさせられました。「男は仕事、

女は家事育児」の役割分担システ

ムは、高度経済成長を果たすには

好都合のシステムだったのでしょ

うが、今となっては「貧困女性」

を量産するシステムだったとも言

えるからです。 

 単身で暮らす 64歳までの女性

の 3人に 1人は、相対的貧困のラ

インを切っていますし、65歳以上

の単身女性の 2人に 1人が貧困で

す。 

 専業主婦の母親の姿を見つつ育

ってきた女性たちが、同じ道をた

どる率は、高いと言われています。

そうした母親世代の生き方を見て

きた若い女性の実に１／３が、専

業主婦願望を潜在意識として持っ

ているとも言われています。 

 しかし、少子高齢社会で、国も

専業主婦を養っていくだけのゆと

りは、もはやありません。過去の

専業主婦が成り立った社会でも、

そのリスクは常にあったのです。

「夫の病気・事故」「離婚」「給

与カットなどの減収」「リストラ」

が、代表的でしょう。 

 今後、年金制度や税の制度、企

業の扶養家族の考え方も見直され

ていくのでは？とも思われます。 

 高収入の男性との結婚？そんな

男性は、ほんの一握りです。結婚

とは、相互に自立した男女が家庭

をつくり上げてこそ成り立つもの

で、母親世代のように「男は仕事」

「女は家事・育児」と相互に“依

存”を良しとした時代は、過去の

ものとなりました。 

“女性が輝く”という前に、男女

が共に働き続けてゆけるシステム

が今、求められています。国、企

業、そして男女の意識にも変化が

求められるところです。 

「働くことは生きること」そう、

働く権利があるのですから。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      古くて新しい「専業主婦」の問題 

         NPO法人あなたらしくをサポート 代表理事 中田香子 

       

 

●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 

 

男女共同参画推進市民フォーラム 

自分らしく、もっと輝くために 
          地域における女性の 
          活躍、男女共同参画 
          の推進について、今、 
          必要なことは何か。 
          世界各地で数多くの 
          プロジェクトを手掛け、 
現在はコメンテーターとしてもご活躍の
大崎麻子さんが講演されます。 
◆12月 5日（土）10：00～12：00       
◆講師：大崎麻子さん 

 関西学院大学客員教授 
     国際ＮＧＯプラン・ジャパン理事 
◆スワンホール 3階多目的ホール 
◆先着 200名 ◆参加費：無料 
◆保育：定員 6名（1歳半～就学前） 
   （11月 26日（木）までに要予約） 
◆申込：電話 072-784-8146  
       ファクス 072-780-3519  

伊丹市同和・人権推進課 
（男女共同参画担当） 

 



 

 

情報発信・啓発 

【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 

 itami-city.jp/mp/okashina_hanashi_hyogo/ 

◆イラスト ： 林やよいさん 

 

【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。メンバー 

からのメッセージや、事業予定、男女共同参画情報をお届けします。 

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・facebook 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。 

◆ＨＰ nporasiku.jimdo.com/ ◆ＦＢ www.facebook.com/nporasiku 

 

 

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。』】らしーく 2周年記念イベント① 

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

◆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た。 

参加して「家族への接し方が変わった」という方もおられました。 

 

【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② 

◆2015年 6月 6日（土） ◆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｡』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、プレゼント） 

◆講師から「ピンチはチャンス！」という素敵なメッセージをいただきました。 

ボランティアスタッフにもお世話になり、200名の方々に楽しんでもらいました。 

 

【いろんな生き方あってええやん！】らしーく 2周年記念イベント③ 

◆2015年 7月 29日（水） ◆伊丹市立女性・児童センター内 交流サロン 

◆講師：櫻井佐紀子さん（カウンセラー、NPO法人関西トータルヘルスサポートセンター理事長） 

◆講師の体験談やカウンセリング事例を聞きながら、参加者それぞれが「自分自身の人生を認める」

ことの大切さに気付きました。「また参加したい」という感想が多くありました。 

 

 



【シニアの出番！子☆孫世代に私らができること】 

◆2015年 10月 16日（金） ◆ラスタホール 

◆講師：朴木佳緒留さん（神戸大学名誉教授、らしーく顧問） 

◆「女性が輝く社会」の政策について分かりやすくお話して頂きました。また、高齢化社会の中で

自分自身どう「輝く」か？ 人と繋がる方法は？ など参加者それぞれが、思いを発表しました。 

 

協働事業 
 

【キャリア教育研修会に参加】 

◆2015年 8月 24日（月） ◆いたみホール 

◆講師：伊藤博さん（大手前大学総合文化学部教授） 

◆らしーくは、伊丹市と協働で「学校における『キャリア教育』推進事業」を進めていきますが、 

その一環として、市内の教員の方々の「キャリア教育研修会」に参加しました。 

 
 
 
 
 

イベント・セミナー 

【知らなきゃ損だよ！カ・ガ・クの世界～伝えたい！理系進路の最新事情～】 

◆2015年 11月 7日（土）14：00～16：00 ◆きららホール 

◆講師：近江戸伸子さん（関西科学塾 2015実行委員、神戸大学人間発達環境学研究科教授） 

◆理系で活躍中の講師から、イマドキの大学事情や研究について自身の体験も交えたお話をうかがい

ます。ちょっと興味のある人から、お子さんが理系進学を希望する人まで、ぜひご参加下さい。 

◆定員：40名 ◆参加費：無料  

◆申込：072-770-9500（きららホール） 

 

【私の生き方 気がつけばイラストレーター】市民みんなが先生徒講座 

◆2015年 11月 17日（火）10：00～12：00 ◆市民まちづくりプラザ(阪急伊丹駅ビル 3階)  

◆ゲスト：林やよいさん（イラストレーター） 

◆参加費：無料 ◆定員：25名 ◆申込：072-780-1234（まちづくりプラザ）） 

◆らしーくのマスコットキャラクター「らっしー」や「男と女のおかしな！？ハナシ」の 

イラストを描いていただいている林やよいさんから、ご自身の生き方についてお聞きします。 

 

情報発信・啓発 

【男と女のおかしな！？ カレンダー2016 年版】 

「男と女のおかしな！？ハナシ」の素敵なイラストカレンダー。 

◆2016年 1月～2016年 12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 

啓発 

  

お待たせしました！ 

発売開始です。 



【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  川﨑 かおり 
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 5号をお届けします。 

今年らしーくは設立より 2年を迎え、感謝の気持ちを込めた記念の 

3事業を行い、新たな繋がりもできました。 

 一人ひとりが輝く社会のためには、やはり男女共同参画の視点は 

欠かせません。その思いに共感し、ご支援下さる方々に支えられ、 

活動していきますので、らしーくをどうぞよろしくお願い致します。 

・・・ 編 集 後 記 ・・・ 

 
 
 

 

【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 松浦光代 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 渥美嘉子 池田小夜子 天羽淑恵 安藤黎子  

井尻真紀 伊藤計子 魚森英輔 魚森光代 大槻修 川上八郎 川島知子 瓦谷よしみ 岸田真佐人  

笹尾照美 笹山幸雄 櫻井幸典 芝田一也 鈴木稲弘 鈴木初子 砂田枝里 高塚伴子 虎谷めぐみ 中島照  

長野嘉行 濱昌央 林智良 宮村安規子 森崎敏子 森知子 保田栄昭 保田憲司 山本千恵 湯里茂子  

吉川扶美 吉永深 
 

【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】 

 2015年 4月～2015 年 8 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 1,052,829円にのぼり、その 1％にあたる 10,500 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。 
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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。 


