
●特集

本当はやりたかった
習い事はありますか？

市内のサッカー教室にて

戸田市の認定企業数

講座名 内　　容 実施予定 対象 費用 定員 申込

パープルリボン
キャンペーン

パープルリボンは、DV、セクシュアル・ハラスメントなどの女性
に対する暴力をなくそうという国際的なキャンペーンのシンボルで
す。皆さんにパープルリボンを作っていただき、タペストリーを完
成させるキャンペーンを県内27市町で行います。あいパルでは右記
の期間に１階ロビーに設置しますので、ぜひご参加ください。

8/27(月)～
9/4(火)
9:00～
21：00

あいパルで
教えてみませんか？
講師登録説明会

あいパルで講師として活躍したい方へ向けての説明会
9/15(土)
13：30～
15：30

市民 無料 30人
7/20(金)～
※申込順、
電話可

【問い合わせ先・会場】上戸田地域交流センター（あいパル）　電話：048-229-3133　　住所：戸田市上戸田2-21-1

男女共同参画の拠点は、上戸田地域交流センター「あいパル」です。
【主 な 機 能】　 ・イベント・セミナー情報コーナー・図書館の男女共同参画コーナー

・男女共同参画アドバイザーによる男女共同参画相談
（男女共同参画についての疑問・質問・ご意見と、家庭や職場での困りごとについての相談）

【ここが魅力】子育て世代に優しい施設
　　　　　　　　・オムツ替えベッドがある男性用トイレ・キッズスペース、授乳室

■発行／連絡先：戸田市役所協働推進課
〒335-8588　戸田市上戸田1-18-1　TEL048-441-1800（内線428）　FAX048-433-2200　E-Mail：community@city.toda.saitama.jp

　性別の差を感じるのは女
性ばかりとは限りません。
男性の意見もたくさんある
と思います。私たちと一緒
に貴重な意見を紙面に反映
させてみませんか？気軽に
下記の連絡先へご連絡くだ
さい。お電話お待ちしてお
ります！

つばさ編集委員
蓼沼

相談の名称 実施機関 受付日 相談時間 電話番号
こころの電話相談
DV相談 〈電話〉

戸田市福祉保健センター

月～土、
第2・4・5日曜日(祝日除く)  9:00～12:00

13:00～16:00 048-446-6453
こころの健康相談(要予約)
DV相談(要予約) 〈面接〉 月～金(祝日除く)

男女共同参画相談(要電話予約) 上戸田地域交流センター
「あいパル」

毎日（第3月曜日除く。ただし、
その日が祝日の場合は受付可） 10:00～18:00 048-229-3133

DV相談・LGBT等の相談
(法律相談・カウンセリング) 埼玉県男女共同参画推進センター

「With You さいたま」
月～土(祝日、第3木曜日除く) 10:00～20:30 048-600-3800

男性のための電話相談 毎月第4日曜日 11:00～15:00 048-601-2175

　命の危険を感じたら110番を！ その他の相談窓口については、市のホームページをご覧ください。　　　　　　　
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　ビリーちゃん
リブちゃん 

リニューアル
　戸田市男女共同参画のマスコットキャラクターである
「ビリーちゃん・リブちゃん」をご存知ですか？
　人の胎児がはじめに歩む進化の形ともいわれる、勾玉
をイメージしています。性別にとらわれず、ひとつのい
のち同士として向き合い、協力し合っていきたいですね｡

　その「ビリーちゃん・リブちゃん」
がリニューアルし、さらにカラフルに
なりました！それぞれの多様な個性
（カラー）を大切に、ひとりひとりが
自分らしくイキイキと暮らせる社会を
実現しようという願いがこめられてい
ます。

P i c k  u p !

あいパルＨＰも
覗いてね

○ 今回の習い事の取材を通して、昔から皆さん色々な習い事をされていることがわかりました。
そして誰もが習い事は人生に大きな影響を与えると言っていました。いくつになってもやりた
い事をやっている人はいつも輝いて見えますね♪（蓼沼）

○ 小１になった娘は姿勢が悪かった。親が選んだ習い事は「習字」　姿勢の悪さは直ったが後に
視力が悪いと判明。親の勘違いで 15年続いた習い事だった。（窪田）

○ 息子が小学生になりました。持ち物や宿題の確認、行事など、「お母さん」に負担が偏りやす
い仕組みになっているなと感じます。変えていけますように！（千葉）

○  8㍉テープをDVDにダビングした。長男の誕生から撮り貯め、観たのは 20年ぶり。そこに
は生前の主人の両親も。思いがけない再会に涙が出た。（鈴木）

編集後記

困ったときの相談窓口〈DV相談、性に関する相談(LGBT等)〉
悩んでいるあなた、一度相談してみませんか? プライバシーは守ります。

DVとは ：夫婦間や恋人同士など、親密な関係にある人からの暴力をいいます。「暴言をはく」「殴る蹴る」「大声でどなる」「性的関係を強要する」
 「避妊に協力しない」「友人や家族との付き合いをチェックする」「生活費を渡さない」など

LGBTとは ：同性愛者や両性愛者、身体と心の性が一致しない人達をあらわす言葉です。「性別に違和感がある」「同性を好きになり悩んでいる」など、
　LGBT等についての相談は、埼玉県男女共同参画推進センター「With You さいたま」で受け付けています。

　埼玉県では、仕事と子育て等の両立を支援するため、短時間勤務やフレッ
クスタイムなど、男女が共に働きやすい職場環境づくりを行っている企業を
「多様な働き方実践企業」として認定しています。認定基準の該当数に応じ
て、３つの認定区分に分かれます。
　実は、戸田市にも多くの認定企業があり、４７の企業が認定を受けていま
す。（２０１８年７月現在）
　次号からは、この制度の認定を受けた企業など、男女ともにいきいきと働
ける企業をこのコーナーで紹介していきますのでお楽しみに！

戸 

 　５社

　 ２４社

　 １８社

県が男女ともにいきいきと働ける企業を認定！

！集募員集編
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「ビリーちゃん」「リブちゃん」
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　皆さんは習い事をされていましたか？やってみたかったけど出来なかった習い事はありますか？
性別を理由に反対されたり、言い出せなかったりした経験があるのか、習い事について性別の壁があるのか、
6月2日にあいパルで行われたイベント「ウイング祭り」に来場した方々に聞いてみました。

男の子は運動。女の子は音楽。それぞれイメージはあるものの、多くの方は性別によってやりたかった習い事を親に反対さ
れるようなことは昔も今もあまりないようです。習い事に関してはどちらかというと昔は親の趣味や希望で子どもに習わせたり
する方が多かったようですが、今は子どものやりたい事をやらせたいと思う親がほとんどでした。ただ音楽をやりたかった男性、
運動をやりたかった女性の声も少なからずありました。性別やイメージ、そして年齢の壁も今はとらわれることなく自由に習い
事を選択できる時代。一人ひとりが生き生き習い事を楽しんでいる事が分かりました。
アンケートにお答えいただいた多くの方々、ご協力本当にありがとうございました！（蓼沼）

Q 卓球を習い始めたきっかけは何ですか？

A 私が女学校時代に日本が世界卓球で優勝しました。その
代表の選手に憧れて卓球を始めたの。卓球は腕の振りな
んかも優雅でしょ？当時はとても人気のスポーツでした。
この頃6年間やりました。

Q それからずっとやってらっしゃるのですか？

A 50歳半ばで、また卓球をやってみたくなって始めたの。
60歳代で試合に出場するようになり、蕨市民大会ベテラ
ンの部に出て70歳で優勝しました。今は、試合に出て優
勝したい！というよりも、来年も試合に出られたらいいなと
思っています。

Q 他に何かやってみたい！と思ったことはありますか？

A はい。歌を唄うことが大好きなので、本当は女学校を卒業
したら声楽の勉強をしたいと思っていました。親に話をす
ると大反対。経済的な余裕も無かったんだと思います。

Q 習い事で性別の壁を感じた事はありますか？

A 私が女学生の頃は、戦後で女性の権利の向上が図られ始
めた時期でしたので、あまり性別を気にせずやりたいこと
ができました。私は男も女も本質的には変わらないと思っ
ています。ただ、固定観念で性別の壁を作ってしまう方も
多いように感じますね。

Q 習い事以外で性別の壁を感じたことはありましたか？

A 若い頃やっていた仕事では感じたことがありました。私
は長野で結婚し、仕事の都合で戸田に引越して来ました。

主人の勤める会社の寮で食事を作る仕事だったのですが、
実はあまり料理が得意ではなくて…。それでもなんとか頑
張って勤めました。主人が運送の仕事をしておりましたが
病気になり、代わりに私が4tトラックの運転の仕事をやる
ことになりました。周囲の人達は私のことをあんなことま
でやって可哀想に、というような憐れみの目で見たり、女
のクセにとか人をバカにした差別的な言葉をかける人もい
ました。私は生活を支えるためと、弱みを見せたくないと
いう気持ちでつっぱっておりましたが、反面、運転をする
ことが好きだったので、毎日唄いながら運転していました。
でもそういった声かけは、思い返してみると、内心つらかっ
たかもしれませんね。

Q 最後に、今でも元気でいられる秘訣はなんでしょうか？

A 年齢を言いわけにせず、内にこもらず、どんどん外に出て
いくようにすることでしょうか。女学校時代に往復2時間
歩いて通学したことが、今の私の脚力を作ったのかもしれ
ませんね。そして、他人の言うことは気にしない方が長生
きしそうですよね。最近、娘にはよく叱られます。あれこ
れと面倒をかけておりますが、私が元気でいられるのは家
族の協力のおかげ。心から感謝しております。

と、おっしゃるのは、いつも元気で笑顔が素敵な大内貴代子さん。卓球サークル・球舞（きゅうぶ）で出逢いました。
週4回、各2時間程卓球を楽しんでいる大内さんは、今年85歳。こちらがぼんやりしていると、鋭いスマッシュが
飛んで来ます。そんな大内さんに、習い事のこと、若い頃のお仕事のこと、色々お話ししていただきました。

ある
13%

ない
80%

無回答
7%

年齢なんて気にせず自由に楽しみたい！

やりたいけど出来なかった習い事が
ある人のうち、性別を理由に反対されたり、
言い出せなかった経験がある人の割合

※アンケート回答総数（153件）のうち、「やってみたかったけど出来なかっ
　た習い事が “ある ”」と回答いただいた方（61件）の中での割合です。

昔は男子だけのスポーツが多かっ
たが、今は女子チームもあり、良
い時代である。	 （50代　女性）

柔道を習っていると「意外ね」とよく
言われるので、格闘技は男性がす
るものという固定観念のようなもの
があると感じました。

（年齢不詳　女性）

昔は音楽系は女の子、運動系は男
の子のイメージが強かったけど、今
は男女差はないと思いました。

（40代　女性）

性別にかかわらず、やりたいことが
やれる社会になればいいと思います。

（30代　男性）

クラスの男子がピアノを習っていて
珍しいと共に憧れていました。バッ
ハやモーツアルトのように作曲家は
男性が多いのに、当時はピアノは女
子の習い事と思っていたんですね。

（20代　女性）

今はそうでもないが、男性が料理
やスイーツ作りの教室に行くと“出
会いが目的”と思われることが多い
と感じたことがある。

（20代　男性）

ア ン ケ ー ト 意 見

本当はやりたかった習い事
～習い事に性別の壁はあるのか～

男　性　 女　性

第１位 楽器（ピアノなど）
第２位 水泳
第３位 バレエ
第４位 空手

本当はやってみたかった習い事ランキング！
イベント会場の様子

第１位 楽器（ピアノなど）
第２位 水泳　
第３位 野球
　〃　	 パソコン

卓球の練習後にもかかわらず、楽しそうにお

話ししてくださった大内さん。他にも社交ダン

スやフラダンスの経験もあるとか。習い事だ

けでなく、どんなことでも性別や年齢にかか

わらずチャレンジし、周りの人にも感謝を忘れ

ない、私もそんな人にな

りたいと思いました。これ

からも、卓球、お手柔ら

かに！楽しいお話をありが

とうございました。（鈴木）�

大内さん


