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 日本は、超少子高齢社会に

足をふみ入れました。将来に

向けて、持続可能な社会づく

りが強く求められるところで

す。職場・地域・家庭のあら

ゆる分野で、性別に関わりな

く、意欲に応じて活躍できる

社会づくりが急がれます。 

 一方、性別に関わりなく自

分らしさが発揮できる社会は､

私たち一人ひとりの豊かな人

生にもつながるものであるこ

とは、言うまでもありません｡ 

 持続可能な社会、一人ひと

りの豊かな人生の必要性が叫

ばれているにもかかわらず、

現実には「男だから…女だか

ら…」との性別役割分担意識

や社会・文化的につくられて

きた性差（ジェンダー）によ

る慣習や価値観に縛られ、充

分能力が発揮できていない例

は未だに多く見られるところ

です。 

「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)」は、伊丹市の「伊丹

市男女参画施策市民オンブー

ド制度」を応援し、自主的学

習会・交流会を重ねてきたグ

ループ「オンブード・サポた

ん」が母体となり設立されま

した。 

 市民の目線で幅広く、スピ

ード感をもって活動をしてい

くことが最良の策と考え、Ｎ

ＰＯ法人を設立したところで

す。 

「ＮＰＯ法人あなたらしくを

サポート」は、「一人ひとり

が個性や持てる力を発揮して、

自分らしく生きるためのサポ

ート」と「性差に関わる生き

づらさから開放されるための

“男女共同参画”という概念

を分かりやすく市民の皆さん

に理解してもらうこと」を活

動のベースとして、啓発、情

報発信、組織支援、人材育成、

調査研究、相談事業を通じて、

活き活きとした社会づくりを

目指します。 

小さな一歩を踏み出した

「ＮＰＯ法人あなたらしくを

サポート(愛称:らしーく)」

の成長を見守り、ご支援下さ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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：www.facebook.com/nporasiku 

 

らしーくは、2013年 6 月 3 日に誕生しました  

NPO 法人あなたらしくをサポート 代表理事 中田香子    

 

  

 

市民オンブード  
がっつり報告会  
【参加無料・保育付】 

伊丹市男女参画施策市民

オンブードの高田昌代さん、

来田純子さん、永原明子さ

んが、市役所の職員からヒ

ヤリングを行い、「伊丹市男

女参画計画」の進捗状況を

調査した報告会です。 

◆12月 11日（水）10：00～ 
◆いたみホール 大会議室 
◆申込：072-784-8146 
 伊丹市同和・人権推進課 



 

【らしーく設立記念イベント】 

◆2013年 3月 23日（土）14：00～ ◆伊丹市立図書 

館「ことば蔵」地階多目的室◆参加者 135人 

●ミニ歴史秘話「新島八重の最初の夫・川崎尚之助」 

講師：川崎修さん（川崎尚之助一族の子孫･伊丹市 

在住） 

●クロマチックハーモニカ☆魅惑のライブ・演奏： 

南里沙さん 

●ハンサムウーマン・トークセッション・現代のハ 

ンサムウーマン：高島進子さん（神戸女学院大学 

名誉教授）・朴木佳緒留さん（神戸大学発達科学部

長）・今井小の実さん（関西学院大学教授） 

●メッセージ「私の天気（転機）」半井小絵さん（元

NHKお天気キャスター・伊丹大使） 

●プレゼント抽選会：川崎修さん提供「川崎尚之助と 

八重～一途に生きた男の生涯～」「生もと純米 尚之助」 

【ほーのき教授のオモシロ講座 

～男女共同参画がキライなあなたへ～】 
◆2013年 5月 19日(日)13：30～◆伊丹市立中央公民館２階 

 講座室Ｂ◆参加者 22人  

●講師：朴木佳緒留さん（神戸大学大学院人間発達環境学教授） 

【知ってびっくり～！ 

くらしに役立つしあわせ色彩術】 
◆2013年 5月 21日(火)10：00～◆スワンホール 1階パーティー 

 ルーム◆参加者 20人 

●講師：イトウ ユウコ.さん（パーソナルカラーインストラクター 

  ・カラーセラピスト） 

【小児科医を囲んで不安解消】伊丹市市民活動スタート応援助成事業 

◆2013年 8月 4日(日)10：00～◆アイ愛センター2階和室◆参加者 10人 

●講師：田中真也さん（田中あかちゃんこどもクリニック院長） 

【プロにきく育児のツボ～安心子ども向けマッサージ編～】 

◆2013年 9月 19日(木)10：00～◆アイ愛センター2階和室◆参加者 13人 

●アドバイザー：中田香子（保健師）、星野郁子（管理栄養士、あんまマ

ッサージ指圧師） 

 

 



【男と女のおかしな！？ハナシ】 

◆Ｗｅｂサイト「いたみん」にて毎月配信 

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

◆イラスト ： 林やよいさん 

◆コメント：今井小の実さん（関西学院大学人間福祉学部教授）  

 

 

 

 

 

 

 

報告書発行 

【市民と行政のパートナーシップ～伊丹市男女共同参画施策市民オンブードを例に～】 

神戸大学学長補佐（男女共同参画担当）朴木佳緒留教授との共同研究。報告書を、神戸大学ＨＣセ

ンターより、平成 25年度末に発行予定。入手方法等詳細は、追ってお知らせします。 

講座 

【男性介護の講演会－介護退職ゼロ作戦－】 

◆2014年 2月 7日（金）13：30～ ◆伊丹市立いきいきプラザ 3階◆定員 100人 

●講師：立命館大学産業社会学部・津止正敏教授（男性介護者と支援者の全国ネット事務局長） 

◆主催：男性介護者きたいの会・伊丹市社会福祉 

 協議会、後援：伊丹市・らしーく 

◆参加無料◆問合せ：伊丹市社会福祉協議会 

【世代によりそった「らしーくセミナー」3】 

【らしーくスキルアップセミナー】 

事業計画中です。詳細が決まりましたら 

追ってお知らせ致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ラッシーは、「皇帝ペンギン」のこどもがモ

チーフです、伊丹市在住のイラストレーター・

林やよいさんが、私たちのために描きおろして

くださいました。 

皇帝ペンギンは、産卵後、母は体力回復のた

めエサを食べに海へ。その間 2ヶ月、父が卵を

足の上に乗せてあたため続ける。そんな風にオ

ス・メス一緒に子育てするところが、私たちの

ＮＰＯらしーくの思いにピッタリ！ 

また、「飛べない鳥」だけど、飛べないかわ

りにペンギンらしいいいことがいっぱい…とい

うのもいいですよね。 

 名前は、「らしーく」のマスコットなので

「ラッシー」。母「ソラ」と父「シド」の間に

生まれた子、という設定なんですよ。 

（続けると「ソラシド」！） 

 

サポーター大募集！ 
 らしーくのイベント等をＰＲ下さるサポー
ターを募集します。チラシ配布、クチコミ、
ブログ等でＰＲにご協力を下さる方は 
nporasiku@gmail.com まで、ご連絡下
さい。よろしくお願い致します。 



 

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。 

お名前を掲載させていただき、 

心よりお礼を申し上げます。 

【2013年度会員】（敬称略） 

東淳子 足立和雄 渥美嘉子 阿南敦子 安藤黎子 池田小夜子 市村輝美 伊藤つゞき 伊藤弘子 

伊藤計子 伊藤裕子 上田ひとみ 魚野みどり 魚森英輔 後文男 大澤欣也 大槻修 小川真知子 

奥田三奈子 河口洋美 川﨑かおり 川島知子 道祖尾建雄 佐々木百子 鈴木稲弘 鈴木初子  

鈴木真己子 鈴木真理 砂田枝里 多賀京子 虎谷めぐみ 中島照 中西千草 中村睦子 西脇律子 

二星香 破田野千奈美 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 

雪広淳子 吉永深 渡辺由美子 山本千恵 相崎佐和子 濱田格子 松下美樹 吉川扶美 
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【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 
（神戸大学教授・学長補佐） 

顧問  今井 小の実 
（関西学院大学教授） 

 

今年 6月に、ＮＰＯ法人としてスタートした「らしーく」の

ニューズレター創刊号を、お届けします。 

来月からは、メールニュースも配信する予定です。ご希望の

方は、nporasiku@gmail.com まで、メールを送信して下さい。

携帯からでもＯＫです。 

今後とも「らしーく」を、どうぞよろしくお願い致します。 

 

編集後記 


