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 「『男女共同参画』という

こと、その推進の担当課が市

庁にあったことを全く知らな

かった。これまでとは異なる

生き方・社会の在り方を男女

共に考えなければならないと

思う」といった声が市が実施

した「男女共同参画意識調査」 

の回答（自由記入）に散見さ

れました。 

 ＮＰＯ法人「らしーく」は、

いまだ「男女共同参画」推進

への機運が充分熟していない

わたしたちのまちで、このよ

うな市民の思いに応えようと、

その理念を広く深くまちに浸

透させ、それに拠って立つま

ちづくりを実現したい、とい

う意思をもって誕生しました。 

それから１年、それは勇気あ

る行動でした。 

 「男女共同参画」の理念は、

わたしたちが学び知っている、

すべての人は個人として尊重

され、その尊厳と基本的人権

において平等であるという

「日本国憲法」に通じていま

す。それはこの精神を日々の

くらしの隅々にまで浸透させ、

根づかせるひとつの道筋とい

っていいでしょう。 

 いま、その拠点は「女性交

流サロン」と「女性・児童セ

ンター」です。しかし、今日

「男女共同参画」は女性と同

等に男性の課題であると広く

認識されている中、「ことば

蔵」という名の図書館をもつ

わたしたちは、ことばに敏感

にしてその意味に忠実であり

たいと思います。今「仕事と

生活の調和（ワーク・ライ

フ・バランス）」は単に女性

労働者の両立支援のみでなく、

「男性と介護」の問題の深刻

化と共に男性の働き方を再考

し、両性間の不公平感をなく

す方向へと進んでいます。拠

点はあらゆる人に公平に開か

れ、共に問題を共有できる場

に相応しい名に正さなければ

ならないでしょう。 

 「男女共同参画社会」は、

男女が社会の対等な構成員と

して社会のあらゆる分野の行

動に意思と責任をもって参画

できる社会です。生活の現場

であるまちでも、行政・事業

所・地域・団体・文化・教育

といった分野で多様な活動が

展開されています。昨今その

いずれの分野にも「男女共同

参画」の精神が貫かれ、誰も

が平等に活かされ、生きるこ

とができるまちづくりが盛ん

です。 

 今、伊丹市では、公共施設

の総合的・計画的な管理と再

整備が進行中です。「男女共

同参画」の拠点と「まちづく

りセンター」そして「人権セ

ンター」の一カ所への統合が、

期待されます。それは、財源

縮小に寄与するばかりでなく、

何よりそこで活動する市民た

ちの相互啓発を生み、より広

い視野と高い視点を養いつつ、

夫々により大きな成果をもた

らしながら、誰にとっても生

きやすいまちづくりに資する

ことでしょう。 

 すでに近隣の川西市と三田

市では、この共立ち関係（協

働）の場が、市民が自ずから

足を踏み入れたくなる駅近く

に設えられています。「らし

ーく」の活動の進展のために、

その２年目の挑戦として、活

動基盤の再構築を市民の代表

である議員の方々に提言し、

議論を喚起することも、意義

ある行動ではないでしょうか。 

 

「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２年目の挑戦   
    ―男/女が共に立つまちづくりへ― 

  （共立ち
と も だ ち

の）  

  NPO 法人あなたらしくをサポート 顧問 高島進子  

 

  

 



 

【らしーく設立記念イベント】 
◆2013年 3月 23日(土)14：00 ◆ことば蔵◆参加者 135人●歴史秘話「新島八重の最初の夫・川崎

尚之助」川崎修さん●クロマチックハーモニカ演奏：南里沙さん●ハンサムウーマン・トークセッ

ション：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)●｢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) 

【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 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◆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） 

 

【ケアメン☆サミット in 伊丹「介護退職ゼロ作戦」】 

◆2014年 2月 7日(金)13：00◆いきいきプラザ●立命館大学産業社会学部教授・津止正敏さん●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、NPO法人あなたらしくをサポ

ート◆男性介護の現状や、介護退職について、津止先生にご講義いただきました。 

【話題の本を読む「夫は犬だと思えばいい」～このタイトルをどう考えますか？～】 

◆2014年 3月 2日（日）13：30◆ことば蔵◆参加者 11人 

◆話題の本をジェンダーの視点で読み込みました。 

【第７回国際女性デーin 伊丹 いたみミモザの日】 

◆2014年 3月 8日（土）◆女性・児童センター●らしーくタイム『男と女のおかしな！？あるあ

る』／身の回りの「これっておかしくない？」を寸劇とクイズを使って 

皆で考えました。●展示：「男と女のおかしな！？ハナシ」 

【パソコンで名刺をつくろう・わくわく地域デビュー】 

◆2014年 3月 31日（月）13：30◆ラスタホール◆参加者 14人 

自分らしさいっぱいの“オリジナル名刺”を作成した後は、 

交流会を実施しました。 

 



【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）  

【男と女のおかしな！？カレンダー】（予約販売中） 

「男と女のおかしな！？ハナシ」の素敵なイラストカレンダー。 

◆2014年希望月～12ヵ月◆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）◆1,400円 
 

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～】 

神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授・朴木佳緒留さんとの共同研究。なぜ伊丹市で、全国唯

一の「市民オンブード制度」が続いてきたのか？を検証し、冊子にまとめました。 

ラスタホールのロビー展示会場(5/24～6/8)で無料配布します。 
 

ロビー展示 

【あなたらしく私らしくをめざして 

  ～NPO法人らしーく活動展示パネル展～】 

◆2014年 5月 24日～6月 8日◆ラスタホール 1階エントランスホール 

◆らしーくのこれまでの活動と思いを展示します。ぜひご覧下さい。 

 

らしーく設立１周年記念イベント 

【男と女とタカラヅカ】 

◆2014年 6月 1日（日）13：30～16：00 ◆スワンホール 中ホール◆定員 120人◆参加費 500円 

◆プログラム：「創作一人狂言とタカラヅカのウラ話」鈴鹿照さん（元タカラジェンヌ） 

「男メガネ女メガネでテレビを見ると･･･!?」小川真知子さん（NPO法人ＳＥＡＮ理事長） 

「男と女のおかしな!?」あるある」／身の回りの「これっておかしくない?」を寸劇とクイズで。 

★申込： nporasiku@gmail.com  Fax 072-781-5622  携帯 090-4498-9257(石崎) 
 

【笑って元気になる教室】（伊丹市立女性・児童センター「男女共同参画週間」共催事業） 

◆2014年 6月 22日(日)13：30～15：00 ◆女性･児童センター講習室◆定員 30人◆参加費 500円

お茶付◆保育(要予約)◆講師：鈴鹿照さん(元宝塚専科)◆狂言を取り入れた健康教室と楽しいお話。 

★申込：伊丹市立女性・児童センター 072-772-1078 

 

【熟年夫婦の夫ゴゴロ妻ゴコロ】 

◆2014年 6月 28日(土)14：00～16：00 ◆ラスタホール(伊丹市南野 2-3-25)講座室◆定員 30人 

◆参加費 300円◆講師：今井小の実さん(関西学院大学人間福祉学部教授)◆「熟年夫婦の幸せ」につ

いて一緒に考え語り合いましょう。★申込：ラスタホール 072-781-8877 

  

啓発 

 鈴鹿照さん 

宝塚歌劇団に 
1966～2007年 
在籍。「ベルサイ 
ユのばら」ル・ルー、 
「風と共に去りぬ」プリシー、ピティ
パット、「忠臣蔵」堀部弥兵衛、「フ
ァントム」アラン・ショレ、「バレンシ
アの赤い花」ホルヘなど、老若男
女を問わず演じてきた。退団後は
１人狂言に取り組んでいる。 
 



 

 

 

 

【2013年度会員】（敬称略）  相崎佐和子 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  

魚森光代後文男 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 濱田格子 林孝子 

藤田優子 朴木佳緒留 松浦光代 松下美樹 宮村安規子 森知子 森崎敏子 保田栄昭 山本千恵 

雪広淳子 吉川扶美 吉永深 渡辺由美子         

【2014 年度会員】（敬称略） 森知子 濱昌央 
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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） 

 
 
 
 
 

 多くの皆様よりあたたかなご支援をいただき「らしーく」が

ＮＰＯとして活動を開始してから１年が経ちました。まだまだ

手探り状態ですが、１つずつ事業を重ねています。６月１日に

は設立１周年イベントを開きますので、ぜひお誘いあわせの

上、スワンホールにお越し下さい。 

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 

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 


