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いっしょに
つくってみませんか？募集

編集協力員

■戸田に住んで25年。ひと春毎にひと秋毎に町が変わって行きます。陽気に誘われ
て‘町’歩きを楽しみたいと思える今日です。（窪田）

■お布団を新調した。快適な寝ごこち!グッスリ眠れる。4月は、うっかり二度寝し
て、慌てることが多い。これならスッキリ起きられるかも！？それとも…。（鈴木）

■この春、上の子が高校卒業。1番下の子が保育園卒園。子育てに卒業はないけれ
ど、この時代に人生の節目を一緒に迎えられることが母親として何よりの喜び
です。（蓼沼）

■取材を兼ねて家族で「戸田遊び場・遊ぼう会」へ行ってきました。ママ中心の公園
などよりも、パパたちが子どもと自由に遊べている様子が印象的でした。（千葉）

　「つばさ」は市民の編集協力員によって企画・編
集されています。インタビューなどの取材活動、情
報収集や意見交換といったさまざまな活動をとお
して、楽しく編集に取り組んでいます。興味のある
方、ぜひ一度見学してみてください！「つばさ」へ
のご意見・ご感想もおまちしています。

編集協力員一同

　今回ご紹介する「戸田遊び場・遊ぼう会」は、外遊びの楽しさや
重要性を知ってもらうため、子どもが自由に遊べる場所をつく
るという活動をしており、月１回「冒険遊び場」を彩湖・道満グ
リーンパークで開催しています。
　冒険遊び場では、自然を使った遊びに加え、既存の公園では
「ダメ！」と言われてしまうような遊びも楽しめます。例えば、ど
ろんこ遊びや木工、火を使ったマシュマロ焼きなどなど。危ない
と止めたくなることもありますが、何が危ないかを子どもたち
が知るのもとても大事です。

①活躍中の写真
②一言ＰＲ ③氏名 ④住所 ⑤電話番号
を添えてこのページ下記の宛先までお送りください。
採用者には地域通貨戸田オール500円分をプレゼント。
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パパとしての活躍を世にＰＲしよう！
応募
方法

ＤＶ関連相談窓口

 8 : 30～17 : 15

 9 : 00～17 : 00

 9 : 30～17 : 00

 9 : 00～16 : 00

 9 : 00～12 : 00
13 : 00～16 : 00

10 : 00～15 : 00

10 : 00～20 : 30

 9 : 30～20 : 30

電 話 番 号

月～土、第2・4・5日曜日
（祝日をのぞく）

月～金
月～金

毎週火・金

月～土
日・祝日
月～土

月～金

相 談 時 間相談の名称 受 付 日実施機関の名称

DVで悩んでいるあなた、一度相談してみませんか？

戸田市福祉保健センター

戸田市こども家庭課

戸田市防犯くらし交通課

配偶者暴力相談支援センター
（県婦人相談センターＤＶ相談担当）

県男女共同参画推進センター「With You さいたま」
蕨警察署生活安全課

DV相談

家庭児童相談

よろず相談
法律相談（要電話予約）

警察安全相談

10 : 00～12 : 00月1回、第2木人権相談

048-446-6453

048-863-6060

048-600-3800
048-444-0110

048-433-2222

048-441-1800
（内線270）

（内線656）

※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。
「性的関係を強要する」「暴言をはく」「殴る蹴る」「大声でどなる」「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、
小さなことでもお気軽にご相談ください。
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　また、大人も遊びを楽しめます。時に
は子どもよりも夢中になることも!?で
も、大丈夫。子どもがのびのびと遊んで
いる姿をみんなで見守っています。
　子どもは“遊びの達人”。子どもたちは
想像力豊かに楽しみ方を発見します。子
どもも大人も楽しめる冒険遊び場に一
度参加してみてはいかがでしょうか。

戸田遊び場・遊ぼう会

さよならビリーブ＆上戸田地域交流センターのご紹介…　 P2-3
お知らせ

身近に起こるデートＤＶの恐怖

　毎年、市内の何校かの中学校において、生徒を対象
にした「デートＤＶ防止講演会」を実施しています。中
学生というと“まだ早い”と思ってしまいがちですが、
アンケートをとってみると、デートＤＶを“した”“さ
れた”という生徒も、少数ですが実際にいます。

　夫婦やパートナーなどの親密な間柄で
行われる暴力を一般的にドメスティック・
バイオレンス（ＤＶ）といいます。ＤＶは、
大人だけではなく、大学生や高校生など、
交際する者同士の間でも起きています。こ

の交際相手からの暴力を「デートＤＶ」といい、男性も
女性も被害者になる可能性があります。

　被害に遭われた方は、ひとりで悩まないで、まずは身
近な大人や友達に相談してください。それでも解決が
難しければ、市や県などの相談窓口で相談しましょう。
（窓口一覧は4ページにあります。）

　私たちの生活に関する事を決める場面で、
様々な立場の人が意思を表明できることは、誰
もが暮らしやすい社会をつくることにつながり
ます。これには政策や方針を決定する審議会等
への女性の参画が大きな課題です。
　今後も引き続き女性委員の割合向上に努めて
いきます。

女性委員の割合（％） 市国 県

戸田市の審議会等での女性委員の割合が増加傾向に！
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※平成26年4月1日現在

総委員577人中178人（全体の30.8％）が女性でした

デートＤＶとは・・・

★戸田市の取り組み★
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戸田市男女共同参画センター“ビリーブ”は3月で閉館し、9月にオープン予定の
上戸田地域交流センター“あいパル”に、一部の機能を移転します。

彼／彼女が・・・

□バカにする
□逆ギレして怒鳴る
□ほかの人と仲良くしていると責める
□メールの返事をすぐに返さないと怒る
□メールをチェックする
□用事があっても一緒に帰らないとキレる
□急に怒る、キレてたたく
□殴ったり、蹴ったり、髪の毛を引っ張った
　りする

□が一つでもついたら、デートＤＶの可能性
があります。

埼玉県「知っていますか？デートＤＶ」より一部抜粋

内閣府男女共同参画局 「男女間における暴力に関する調査（Ｈ24.4）」より

デートDVチェックリスト

■無回答　0.9%
13.7%

なかった
85.3%

詳細はホームページで！
（http://genki365.net/gnkt01/
  mypage/index.php?gid=G0000173）

「編集協力員の感想」
　プログラムを準備しない遊び「場」づくりに感激しました。つ
い子どもにあれこれと与え、何かと注意してしまう自分を反省
しつつ、子どもに遊び方を教えてもらうように楽しむことがで
きました。パパにもおすすめです！

あった

▲お餅を焼きながら体も温まります ▲自然のすべり台

▲上手に切れるかな？

自慢のパパライフ募集中

●デートＤＶ被害経験の有無●
※10～20歳代に交際相手のいた女性



戸田市役所　協働推進課

さよならビリーブ＆上戸田地域交流センターのご紹介

　戸田市男女共同参画センター“ビリーブ”は、平成27年3月31日をもちまして閉館いたしました。

昭和47年設立の埼玉県戸田勤労婦人ホームから数えると、40年以上もの長い間、皆様に親しまれて

まいりました。今までご利用いただきまして本当にありがとうございました。

お知らせ

イメージ図 地　図

戸田市男女共同参画センターの閉館のお知らせ

今までありがとう！

戸田市男女共同参画センター“ビリーブ”

男女共同参画推進機能

例）
①男女共同参画計画の推進
②情報収集・発信
　女性人材リストの活用、様々な媒体に
　よる情報発信
③研修・講演会等の開催
④調査・研究

上戸田地域交流センター“あいパル”

男女共同参画センター機能

例）
①講座等の開催
　再就職セミナー、メンズセミナーなど
②情報収集・発信
　情報コーナーの設置、図書の貸出など
③施設の貸出
④交流の場の提供

※9月にオープン予定

（注）ＤＶ相談は引き続き戸田市福祉保健センターで行われます。

でも、今後の男女共同参画はどうやって進めて
いくの？施設がなくなっても大丈夫なのかな？

カフェもあって気軽に遊びに行ける施設なん
だって！色々な活動に利用してみてね。

大丈夫。今までビリーブで果たしてきた機能は
下の図のように引き継がれていくよ。

新施設の上戸田地域交流センター“あいパル”っ
てどんな施設なの？

「子どもから高齢者まで、誰もが気軽に利用しや
すい施設」をコンセプトにした複合施設だよ。

ビリーちゃん リブちゃん

　上戸田地域交流センターは、福祉センター機

能、公民館機能、男女共同参画センター機能に

図書館分館を統合させた複合施設です。

　機能を一体化させ、複合施設の特色を活かし

た融合・連携事業を展開することにより、目的

がなくても気軽に立ち寄れ、集い、ふれあい、学

び、活動したりと多目的な活用ができる環境を

つくり、地域のなかで、安心して、誰もが生き生

きと、楽しく生活できるようサポートします。

　施設には、交流の場としてラウンジ・高齢者

サロン・キッズスペース・交流スペース、活動の

場として会議室・和室・キッチンスタジオ・軽体

育室・音楽室・アトリエ、その他にも図書館分

館・小ホール・市民ギャラリーなど色々な諸室

があります。

上戸田地域交流センター“あいパル” ※9月にオープン予定

※現在建設中です。

交　流
集う
ふれあう

支　援

支え合う・分かち合う

発　信
活動や情報を
伝える

学　習
学ぶ
成長する

戸田市役所文化会館

戸一小 東町公園

こどもの国

戸田駅

戸田公園駅

上戸田福祉センター

上戸田地域
交流センター（建設中）

国
道
17
号

住所：戸田市上戸田2-21-1
国際興業バス「上戸田福祉センター」バス停前
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