
＊Ｗe フォーラムは雑誌『Ｗe』（フェミックス発行）の読者による実行委員会が企画・運営しています 

       

 
 

 

 

 

 

7 月 25 日（土） ～ 26 日（日） 
会場：京都市男女共同参画センター「ウィングス京都」 

（地下鉄烏丸御池・四条・阪急烏丸 下車、徒歩約５分） 

 

 

フツーに生きていくのも難しい今、無理してがんば

らずに、みんなが幸せになるにはどうしたらいいの

でしょう？ Ｗｅフォーラムは、生き方の幅を広げ、

自分らしく生きていくヒントに出会うまたとないチャ

ンス！ 人とのつながりのなかで元気になれる道を

探します。 
         

7 月 25 日（土）14:00～16:00  
 

全体会 ワーク・ライフ・バランス 

女が働きやすい社会は男も幸せになれる!! 
 

平成 21 年度京都市男女共同参画講座 ウィングスセミナー 

主催：京都市 企画・運営：財団法人京都市女性協会 連携：Ｗｅフォーラム 2009 in 京都実行委員会 
 

「ワーク・ライフ・バランス」こそ、働くことと生活することが両立でき

るキーワード。労働時間の短縮は暮らしのゆとりをうみだし、女性の働き

やすい環境を支援するとともに、男性の働き過ぎをみなおすきっかけにな

るでしょう。不況のもと男女問わず労働環境が悪化しているなかで、「ワー

ク」と「ライフ」のバランスをとれる生き方・働き方に注目が集まってい

ます。経済・労働問題に鋭い切り込みを続けてきた竹信三恵子さんをお招

きし「女性も男性もみんなで幸せになれる方法」を探ります。 
 

 
朝日新聞編集委員。著書に『ワークシェアリングの実像』（岩波書店、2002 年）ほか。最新刊『ルポ 雇用劣化不

況』（岩波新書、2009 年）。今年、「貧困ジャーナリズム大賞」を受賞。『We』では「ミボージン日記」を連載中。   
＊全体会のお申込みはウィングス京都 事業企画課へ（TEL 075-212-8013／FAX 075-212-8014） 
 TEL または FAX にてお申込みのうえチケットを購入してください 
＊『Ｗe』読者の方は、『Ｗe』160 号に同封の参加申込書でお申込みください              
●Ｗe の会 総会 17:00～  

●交流会 18:30～（参加費 4,000 円） ウィングス京都近くの居酒屋でおこないます 

◎会場：2 階 イベントホール 

◎参加費：前売 500 円 当日 800 円 

◎定員：240 人 

◎保育：6 カ月～就学前、800 円（要事前申込み） 

【参加費】 

全 体 会（7月 25 日・午後） 

前売 500 円 当日 800 円 

分科会Ａ（7月 26 日・午前）1,000 円 

分科会Ｂ（7月 26 日・午後）1,000 円 
 
交流会 0（7 月 25 日 18:30～）4,000 円 

Ｗe フォーラム 2009 in 京都 

◎講師：竹信 三恵子さん 

交流会でフォーラム全体会の余韻をお

しゃべりしませんか？ 分科会の講師

や『We』の連載執筆者と会えるかも！ 



7 月 26 日（日） 

 
 
 
分科会 A 10:00～12:30 
 

①「ふれあいお食事処明舞ひまわり」の一汁三菜を味わう 

◎講師：入江一恵さん（NPO ひまわり会代表）     ★この分科会のみ 9:30 開始 

◎会場：2 階調理室・和室Ａ・Ｂ  ◎定員：20 人（先着順） ★要事前申込み（7/15 締切） 

高齢者に好まれ、旬の材料にこだわり、栄養バランスもととのっていることで評判の「ひまわ

り」の食事づくりに挑戦し、味わいます。そのあと、食から広がる福祉のまちづくりについて、

講師の入江さんといっしょに話し合います。エプロン・三角巾持参。参加費のほかに材料費

1,000 円（当日徴収）が必要です。＊明舞ひまわり http://npohimawari.com/  
 
 
 

②赦す権利─被害者救済と修復的司法の可能性  

◎講師：原田正治さん（Ｏcean 被害者と加害者との出会いを考える会代表）  
◎会場：2 階セミナー室Ｂ  ◎定員：54 人 

「遺族の気持ちを考えろ！」と言い放つ相手に、死刑廃止のチラシを配っているのは、弟さんを

殺された原田さん。加害者を早く死刑にしてほしいと考えていた原田さんだが、死刑になれば彼

の口から真実を聞けないのでは？ 日本の死刑制度は実は遺族のことを考えていないのでは？ 

と疑問がうまれた。先進国の中で数少ない死刑存置国である日本。マスコミが作り上げたのでは

ない被害者像・遺族像について、原田さんのお話をじっくりうかがいます。 

＊講師の著書『弟を殺した彼と、僕。』（ポプラ社） 
 

 

 

③元気の出る家庭科─家庭科の可能性を探る       

◎提案者：浅井由利子さん（大学教員）・佐々木潤子さん（高校教員）  

◎会場：2 階セミナー室Ａ ◎定員：36 人 

教員から一方的に与えられる知識を暗記するのは生徒にとって楽しいはずがありません。

明日の授業に役立つ生徒参加型ワークを体験し、ファシリテーターとしての教員の役割を

わかりやすく説明します。今こそ、学校に風穴を開けて、生徒がいきいきする学校に変え

ていきたい！と考えている人、家庭科教員以外の参加者も大歓迎です。 
 

 

 

④暴力防止教育の可能性と限界─ＤＶ、デートＤＶ  

◎講師：立石直子さん（大学教員） ◎会場：2 階会議室 1･2  ◎定員：48 人 

家族法・ジェンダー法に詳しい講師が、ニュージーランド警察が実施している暴力防止教育を

中心にオセアニアでのＤＶ防止教育について紹介します。京都で活動する NPO アウンジャか

らデートＤＶ防止の出前授業の試みについてもうかがい、学校教育現場における暴力防止教育

の現状や今後の課題について話し合います。＊アウンジャ http://www.aunja.net/sight/ 
 

 

 

⑤ウェブがつなぐ女たち─女性情報総合サイトＷＡＮ（ウィメンズ・アクション・ネットワーク）の試み 

◎講師：中西豊子さん（元「ウィメンズブックス松香堂」代表） ◎会場：2 階会議室 3･4･5 ◎定員：36 人 

30 年程前京都でウイメンズブックストアを始め、女性の情報を発信してきた中西豊子さんは、女性情報と活動がつ

ながり、発信力を高める緩やかで力強いネットワークと、そのツールとしてのウェブサイトの必要性を痛感してき

ました。このたび同じ思いを共有する人たちとともに女性情報総合サイトＷＡＮを立ち上げました。メンバーが持

っているあらゆる力を合わせることで成り立ったというＷＡＮ。みんなのパワーがＷＡＮに集まった話をお聞きし

ながら、ＷＡＮのこれからの可能性を語り合いたいと思います。  ＊ＷＡＮ http://wan.or.jp 

 

●参加費 各 1,000 円 

共催：財団法人京都市女性協会 

●分科会に参加される方は、2階の「Weフォーラム分科会受付」で参加費をお支払いの上、各会場にお越しくだ

さい。当日参加も可能ですが、材料準備の都合上、分科会①、⑨は事前の申込みが必要です（7/15 締切）。 

他の分科会も、資料等の準備がありますので、なるべく事前にお申込みください（申込み方法は裏面）。 

 



分科会 B 14:00～16:30 
 

⑥人が集まる！ 行列ができる！ 講座とチラシのつくり方 

◎講師：吉田清彦さん（プランナー） ◎会場：2 階会議室 3･4･5 ◎定員：30 人 

講座を企画するが、人が集まらない。そんな経験をしたことはありませんか。豊富な経験と

実績で評判の講師が、数多くの事例をもとに、講座のテーマの決め方、タイトルのつけ方、

開催日時の設定、チラシのつくり方、広報戦略など、魅力的な講座をつくるために必要なこ

とのすべてを具体的に解説します。参加費のほかに資料代 600 円（当日徴収）が必要です。

また、希望者には＋400 円でチラシの手直しをします。 
 

 

 

⑦わいわい話そ こころの病のサバイバル 

◎コメンテーター：波床将材さん（京都市こころの健康増進センター精神科医） 

◎会場：2 階セミナー室Ａ ◎定員＝36 人 

「こころの病」の当事者は、そして、第二の当事者である家族は、どのようにサバイバルしてい

けばいいのでしょうか。「こころの病」で失ったことも多いかもしれないけれど、得たものも多

いはず。元気の出る、ほっとできる、いろんな気づきがあるサバイバル体験を話し合います。 
 

 

 

⑧ストップ！ザ 認知症─スリーＡ方式予防ゲーム体験会 

◎講師：高林実結樹さん（NPO 法人認知症予防ネット理事長） 

◎会場： 2 階会議室 1･2  ◎定員＝48 人 

「頭を治してほしい！」切実な声で訴える認知症本人の願い。認知症は脳の働きが衰

える病気です。認知症になっても、その人らしく明るく暮らしてほしい。それを実現

させる楽しい予防ゲーム「スリーＡ増田方式」に参加して、脳の活性化を実感してく

ださい。 ＊認知症予防ネット http://www.n-yobo.net/ 
 

 

 

⑨花のある暮らしを楽しもう─季節を感じるフラワーアレンジメント 

◎講師：立石豊鈴さん（小原流一級家元教授）  

◎会場＝2 階和室Ａ・Ｂ ◎定員＝20 人（先着順） ★要事前申込み（7/15 締切） 

"花のある暮らし"を楽しんでみませんか？ 花によって癒され、パワーをもらうことができます。

教え上手な講師から、アドバイスをうけ、コツをつかめば、あなたもステキなフラワーアレンジメ

ントをつくることができます。性別・年齢を問わず、初心者や子どもさんでもＯＫです。花バサミ、

ビニール風呂敷か新聞紙持参。参加費のほかに材料費 1,000 円（当日徴収）が必要です。 
 
 
 

⑩しごとの価値が同じなら、賃金も！─ 1 時間でできるカンタン職務評価 

◎講師：均等待遇アクション 21 京都メンバー  

◎会場＝2 階セミナー室Ｂ ◎定員＝30 人 

キツイ仕事なのに低賃金。でも非正規雇用だから…と、あきらめていませんか。ジェンダ

ーに中立で公正なペイ・エクイティ（同一価値労働同一賃金原則）を使って、あなたも自

分で自分の仕事の「価値」を評価してみましょう。雇用形態のちがいや女性が多い職種で

の差別賃金是正と均等待遇のためのレクチャー、１時間でできるカンタン職務評価ワーク

ショップを通して、均等待遇への道筋を探ります。参加費のみでテキスト用パンフもついてきます。 

＊均等待遇アクション 21 京都 http://kinto.blog52.fc2.com/    
⑪ラテン Core エクササイズ 

◎講師：ヴィクトリアさん（ダンス・ヨガ講師） ◎会場：地下1 階フィットネスルーム ◎定員：30 人（先着順） 

ロシア出身で関西弁トークが楽しいヴィクトリア先生の、とてもノリのいいレッスンです。ラテンの

曲に合わせて、まずは関節ほぐし、腰を回してコアマッスルを鍛え、ステップを踏んで運動不足解消、

さいごはヨガストレッチでクールダウン。動きやすい服装で、上履き（裸足でも）をご持参ください。

子どもさんも OK です。 

●参加費 各 1,000 円 

共催：財団法人京都市女性協会 



《参加申込み、Ｗe フォーラムに関するお問い合せ》 

Ｗe フォーラム 2009 in 京都 実行委員会事務局へ 
参加ご希望の方は①お名前②連絡先（TEL・FAX・Email）③ご希望の分科会番号を下記までご連絡ください。先着

順申込みの分科会は定員に達し次第締め切ります。 当日参加も可能ですが、資料準備などの都合上、なるべく

事前にお申込みください。 

E-mail we2009@femix.co.jp 

ＦＡＸ  ０７５－８６４－１９３８ 

 
《会場アクセス》 
京都市男女共同参画センター「ウィングス京都」 
 

〒604-8147 京都市中京区東洞院通六角下る 

地下鉄烏丸御池駅（5 番出口） または地下鉄四条駅・阪急烏丸

駅（20 番出口）下車徒歩約 5 分 

※一般来館者用の駐車場はありません 電車・バスでお越しください 
 
 

Ｗe フォーラムは雑誌『Ｗe』（フェミックス発行）の読者による実行委員会が企画・運営しています 
   

●２カ月にいちど届く雑誌『Ｗe』  
 
『Ｗe』は、 一 人 ひと りが 大 切 にさ れる 社

会 の実 現 をめざし、知 恵 や情 報 の交 換 、

ネットワークづくりができる〈場 〉として、毎

号 さまざまなテーマをとりあげています 

●最近の特集 
0159 号：軽やかに、連帯 

0158 号：自立とはつながりの中で生きること 

0157 号：こんな生き方あってもいいなぁ 

0156 号：安心して絶望できる人生  
●好評連載 
ミボージン日記（竹信 三恵子）／「ひまわり」の日々（入江 一恵）／取り乱し アフタ

ー風俗の日々（鈴木 水南子）／同時代の男性学（沼崎 一郎）／オホーツクの潮風

荒く（江口 凡太郎）／ジソウのお仕事（青山 さくら）／乱読大魔王日記（冠野 文） 
 

● 『Ｗe』の連載からうまれた本 
中畝常雄・中畝治子著 
『障害児もいるよ ひげのおばさん子育て日記』（フェミックス刊）1,680 円（税込） 

障害をもってうまれた祥太を家族の中心に３人の子育てを、家族をひらいて周囲も巻

き込みつつ、夫婦で分かち合った「ひげのおばさん」こと中畝常雄さんと妻の治子さ

ん。 
仕事も育児も《ほどほど》に、ビンボーさえも楽しんでしまう中畝さんたちの究極の《ワ

ークライフバランス》ぶりは、読んでいて泣けて笑えて、いつの間にか元気になれます。

若い世代に送る「がんばらなくていいんだよ」というエールです。 

6/20（土） 中畝常雄さん＆中畝治子さんが京都へ！ 
ウィングスセミナー 
講演会「ひげのおばさん子育て日記～子育てに悩む世代へのエール～」 
14:00～16:00（13:30 開場） 会場：京都市男女共同参画センター「ウィングス京都」 

前売 500 円（当日 800 円） 保育は 6/5（金）までにウィングス京都（TEL 075-212-8013）へ要申込み 
子育てに奮闘する日々を描いた治子さんのイラスト展示会を同時開催＝6 月 20 日（土）～29 日（月） 

年間購読 5,000 円（送料込） 
1 冊 800 円（送料別） 

お申込みはフェミックスまで 

TEL ０３－３５１１－００２８ 
FAX ０３－３５１１－００２９ 
email ｉｎｆｏ＠ｆｅｍｉｘ．ｃｏ．ｊｐ 

定 期 購 読 の ご 案 内  

フェミックス 検 索 


