
【らしーく役員】 

代表理事 中田 香子 
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  澤田 淳子 
理事  田中 利明 
理事  星野 郁子 
理事  増本 有砂 
監事  山本 千恵 
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） 

 
 
 
 

 

【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ください】 

♪ イベント等で、プレゼントを提供くださる 
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 
 

  
  

 伊丹市内の全小学６年生から中学3年生に配布される「キャリア学習

ノート」が見直され、らしーくは小学6年生版の2ページを担当しまし

た。学校教育とNPOとの協働事業です。男女の固定的役割に囚われない

キャリアをイラストで表現してくださったのは、イラストレーターの林や

よいさん。小６の知り合いがいる方は、ぜひ見せてもらってくださいね。 

・・・ 編 集 後 記 ・・・ 

 
 

 

 

【201６年度会員】（敬称略） 相崎佐和子 足立和雄 渥美嘉子 天羽淑恵 池田小夜子 石田進 伊藤計子  
伊藤つゞき 上田ひとみ 魚森英輔 魚森光代 後文男 大槻修 大津留求 大家美津子 沖田知子 恩塚百合子  
加賀有津子 柏原寿美枝 加藤彰久 川上八郎 河口洋美 川島知子  瓦谷よしみ 岸田真佐人 桜井周  
笹尾照美 笹山幸雄 芝田一也 鈴木稲弘 鈴木初子 砂田枝里 高塚伴子 田島節子 泊照彦 虎谷めぐみ  
中島隆夫 中島照 中村睦子 長野嘉行 西朱美 西村政明 西脇律子 濱昌央 林孝子 松浦光代 宮村安規子  
村地知恵子 森崎敏子 森敦子 森知子 保田栄昭 保田憲司 山薗有理 山元佳代子 四本博文 吉﨑均  
吉永深 

【201７年度会員】（敬称略） 相崎佐和子 渥美嘉子 石川洋子 大津留求 大屋友子 沖田知子 恩塚百合子  
加賀有津子 川上八郎 桜井周 佐々木百子 笹山幸雄 芝田一也 鈴木稲弘、鈴木初子 田島節子 泊照彦  
虎谷めぐみ 中島照 西村政明 初井孝子 濱昌央 保田栄昭 保田憲司 山薗有理 吉永深 

【らしーくボランティアスタッフ】※イベントの PR、ニューズレター配布等に、ご協力くださるスタッフさんです。 
（ご無理のない範囲で気軽にご協力いただける方は nporasiku@gmail.com までご連絡ください） 
（敬称略） 相崎佐和子 大津留求 岸田真佐人 鈴木稲弘 鈴木初子 虎谷めぐみ 濱昌央 林やよい  
元見三郎 若松和子  

【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】 

 2016 年度毎月 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くだ 

さりありがとうございます。レシート総額の１％にあたる 25,100 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」を支えていただいていることに、心よりお礼を申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

発行日 2017 年 5 月１日 Vol.８ 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いてい

ます。お名前を掲載し、心よりお礼を申し上げます。 

 尼崎市長に就任して７年目になり

ました。市長就任時には保育所に通

っていた娘も、この春から小学６年

生。うちは事実婚なので、物心がつ

いた頃は「どうしてお父さんとお母

さんの苗字が違うの？」と言ってい

た娘ですが、いまや二種類のハンコ

を使い分け、しっかり宅配便を受け

取ってくれる今日この頃です。 

夫が早朝に出勤して夕方７時まで

には帰ってくる、朝は私が娘を送り

出してから出勤するという分担でや

りくりしていますが、土日を中心に

娘に付き合うのは圧倒的に夫。見事

にお父さん子です。家事は一応、私

の担当なのですが、早く帰れない日

が多く、家は散らかり放題。よくロ

ボット掃除機を勧めていただきます

が、あれも床がちゃんと見えていて

こそ活躍するわけで…。学校の家庭

訪問までには片づけなければ！と思

いつつも、開き直って「自分なりの

『いい加減』」を保つようにしてい

ます。 

ちなみに、私は県議時代に出産し

ました。子育て世代の声を政策に反

映させるためにも、若手女性の地方

議員がもっと増えて欲しいです。

（もちろん、女性首長も！）政治を

遠く感じている方も多いかもしれま

せんが、とりわけ地方議会の活動

は、私たちの生活に密着しています

し、とてもやりがいのある仕事で

す。もちろん議員にならなくても、

例えば、興味のある分野の審議会の

公募委員に手を上げてみるなど、い

ろんな方法があります。ある意味、

政治ほど生活実感が求められる仕事

はないと思います。政策立案に携わ

る立場になってより切実に思いま

す。誰もが忙しい昨今だとは思いま

すが、ぜひ積極的にご参加下さい！ 

さて、尼崎市では２９年度から組

織を改め、これまでの協働・男女参

画課から男女共同参画パートを人権

課に統合して、新たに「ダイバーシ

ティ推進課」を設置しました。「ダ

イバーシティ」とは「多様性」とい

う意味です。カタカナで分かりにく

いとの声もあったのですが、組織名

を変える背景には、新たなミッショ

ンを内外に打ち出したいという意図

があります。家庭のあり方のみなら

ず、ＬＧＢＴ（レズ・ゲイ・バイ・

トランスジェンダー）、発達障害な

ど、私たちが関心を寄せ、理解と信

頼を促進すべき課題が多様化してい

るなか、より幅広いテーマで事業を

展開し、まさにこのニューズレター

のタイトル「あ・な・た・らしー

く」のように、誰もが自分らしく生

きていくための環境づくりや学習の

場づくりをもう一段進めていきたい

と思います。 

 東日本大震災後、防災基本計画の

さらなる修正や、防災会議メンバー

に女性など多様な人材に参加しても

らうための災害対策基本法の改正、

女性活躍推進法の施行なども行われ

てきましたが、法制度だけでなく、

それぞれの身近な地域や職場で、生

活者視点で物言うことができる女性

たちの意思決定の場への参画とネッ

トワーク化を進めていく必要があり

ます。そのことが実は男性たちにと

っても生きやすい社会をつくること

になること、防災・減災のまちづく

りにつながることを、私たちは阪

神・淡路大震災で痛感したのですか

ら。 

 

 

 
「出張」します 

             
  
 
 

 
 
 
 
らしーくメンバーが、あなたの
ところに出かけて、セミナーや
寸劇などをします。内容、料金
は、ご相談の上、ご要望に応じ
ます。どうぞお気軽に、お問い
合わせください。 

◆お問い合わせ◆
nporasiku@gmail.com 

 

誰もが自分らしく生きていくための環境づくり 

    ～新たなミッションがスタート～ 

           尼崎市長 稲村 和美 

       

 

●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 

 


