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主婦、子育て…その経験を生かして 

湖南市女性の会 

 

今回お話を伺ったのは、湖南市女性の会。現在の

活動内容、活動を通して感じたこと・伝えたいこと

などについて、会長の吉川弓子さんにお話を伺いま

した。 
活動を通して伝えたいことはなんですか 

吉川さん：市の審議会などに委員として参加すると、

女性の会には、主婦としての経験や子育てした経験な

ど「女性目線での意見」を求められますが、やはり地

域によっても課題が違うので、もっと色々な地域の女

性に、活動に参加してほしいと思います。そして、行

政には、その意見を実際の取組に生かしていってほし

いと思っています。 

女性の会の活動は、自分のレベルアップにもつなが

る活動です。まずは、気軽に例会に参加してみてくだ

さい。 

 

2019 年度事業報告 

 男女共同参画は身近なテーマです 

NEXT ⇒ 

「女性の会」はどのように発足されましたか。 

吉川さん：元々甲西町と石部町でそれぞれ「婦人会」

として活動していましたが、合併したときに旧甲西

町の婦人会は解散してしまったそうです。一方、旧

石部町の婦人会は有志での活動を継続してきまし

た。他にも婦人会活動を継続されている地域もある

かもしれませんが、団体として登録されているのは、

この「女性の会」のみとなります。 

「婦人」というと、結婚した女性のみをさすイメ

ージがあったのか、合併したときに「婦人会」から

「女性の会」へ名称を変更しています。 

 

どのような方が、どのような活動をされていますか。 

吉川さん：自営業であったり、勤めていたり、みんな

働きながら活動しています。現在 50 代前半～60

代前半の女性 12 名が登録しています。女性の会活

動についての認知度を高め、新たなメンバー獲得へ

つなげることが課題です。 

活動内容は月1回の例会でみんなが話し合って決

めています。仕事との両立のため、例会は平日の夜

間に開催しますが、お互いのスケジュールを確認し

ながら、次の例会の予定を決めるかんじです。 

昔の婦人会というと、まちのイベント時のお茶出

しなど雑用を押し付けられる奉仕団体的なイメージ

がありますよね。今はそんなことはなくて、女性目

線での意見の発信や、個人の資質を高める研修が活

動の中心となっています。 

ときには小物づくりをしたり、ランチ会をしたり、

みんなが楽しんで活動に参加しています。 

【最近の活動】 

リーダー研修会 

…ＳＤＧｓ、くらしと政治、人権などイマドキの社

会課題について研修に参加。 

環境活動 

…せっけん運動に関するパネルを作成・展示。 

地域活動協力 

…酒蔵ウォークなどでの運営協力。 

行政活動協力 

…市の審議会等へ委員として参加。 
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※「女性の会」には事務局がないため、例会への参加希望

や、問い合わせがありましたら、一旦生涯学習課（電話 

0748-77-6250）へご連絡ください。 



働く場、子育て、介護、防災、地域…くらしを新しい視点で見つめ直すための講座に参加しませんか？ 

男女共同参画講座では託児サービス（無料）も利用いただけます。子育て中のかたも気軽にどうぞ！ 

くわしくは人権擁護課へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：９月 25日（水） 

場所：サンライフ甲西 

ふたごのママとして、「わたし」の想いを大切に、双子自転車開発を実現し

た中原さんのストーリーをお聴きし、人とつながること、チャレンジすること

のワクワクを共有しました。 

さらに、チャレンジしたい人を応援する身近な相談機関 マザーズジョブス

テーションについて、改めて活動を紹介いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：6月 11日（火） 

場所：サンライフ甲西 

今後の面接採用におけるコミュニケーションスキルを上げるコツをキャリア

コンサルタントの安田さんに教えていただきました。 

また、滋賀労働局の水出さんには、女性活躍推進法が改正され、これか

ら企業がするべきことについてお話いただき ました。 

 

その２ 「わたし」を活かすチャレンジ～想いを乗せたふたごじてんしゃ～ 

    講師：株式会社ふたごじてんしゃ代表取締役 中原美智子さん 

        石倉和美さん（滋賀マザーズジョブステーション・近江八幡 チーフカウンセラー） 

その１ 中小企業のための女性活躍推進講座  

    講師：安田由佳さん（NPO法人創業未来会議室、キャリアコンサルタント） 

        水出美加子さん（滋賀労働局雇用環境・均等室） 

滋賀マザーズジョブステーションとは… 

マザーズジョブステーションは近江八幡と草津駅前

の２か所にある、働きたい女性のためのワンストップ

窓口です。相談中は無料の託児も利用できます。 

くわしくは、下記にお問い合わせください！ 

 

【問い合わせ先】 

◆近江八幡 所在地：近江八幡市鷹飼町 80-4  

         （滋賀県立男女共同参画センター内） 

☎０７４８－３６－１８３１ 

◆草津駅前 所在地：草津市大路 1-1-1 

        （ガーデンシティ草津 3階） 

☎０７７－５９８－１４８０ 

マザーズ就労支援相談コーナー 

・仕事に関する悩みを専門のキャリアカウンセラーがアドバイス 

・保育園への入所方法など、保育や子育ての相談・情報提供 

・職業適性診断（近江八幡のみ） 

・就労支援に関する無料セミナー 

・履歴書や職務経歴書の書き方、面接の受け方のアドバイス 

ハローワーク職業相談コーナー 

ハローワークの相談員による子育て中のかたへの職業相談や

職業紹介、求人情報の閲覧 

母子家庭等就業・自立支援センター 

ひとり親家庭のかたへの再就職、転職、訓練、講習会など就業

に関する相談や情報提供（草津駅前は毎週火曜日のみ） 



 

 

 

  
 

  

 

 

 

日時：１月 29日（水） 

場所：石部まちづくりセンター 

考え方も、性別も、年代も、経歴も、国籍も多

彩な住民が、それぞれの能力を生かして、地

域づくりに参加できれば、自治会活動はもっと

楽しくなります。地域活動の担い手を増やす

ために、地域で、どのような取組ができるの

か、明石の事例を交えながらお話いただきま

した。 

 

 

 

 

 

 日時：10月 16 日（水） 

場所：サンライフ甲西 

仕事との両立がむずかしくなり、仕事を辞めざるを得なくなる「介護離

職」については、いま大きな社会問題となっています。 

介護で離職しないために、させないために、自分にできること、会社

にできることを講師の貴重な体験を交えてお話いただきました。 

日時：11月 17 日（日） 

場所：石部防災センター 

湖南市防災士連絡会設立記念講演として実施しました。 

障がい者、外国人、妊産婦等の災害時要配慮者に係る防災・減災を考える

上で大変重要となる自助・共助の役果たす役割と、男女共同参画を入口と

した当事者の参画の重要性をお話いただきました。 

  

その５ みんなでつくる自治会～地域における男女共同参画～ 

    講師：柏木登起さん（コミュニティ・プランナー／NPO 法人シミンズシーズ代表理事／ 

              一般財団法人明石コミュニティ創造協会常務理事兼事務局長) 

その４ 男女共同参画の視点で取り組む防災 

    講師：松川杏寧さん（阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター主任研究員） 

その３ 持続可能な仕事と介護～わたしにできること・会社にできること～ 

    講師：福井正樹さん（合同会社 WLBC関西執行役員） 

女性の定着就労と幅広い職業選択の

ための資格取得講座を実施しました。 

今後の予定などについては、商工観

光労政課（☎０７４８－７１－２３３１）へ

お問い合わせください。 

女性の定着就労支援事業 【2019年度の講座】 

・フォークリフト運転技能講習（１０月コース、１１月コース） 

・介護事務講座（１１月～１月） 

講座は 

託児つき！ 



◆出前講座◆ 
 

ご利用ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

  

2020 年 4月 2 日、16日 

5 月 7 日、21日 

6 月 4 日、18日 

7 月 2 日、16日 

8 月 6 日、20日 

9 月 3 日、17日 

10 月 1 日、15日 

11 月 5 日、19日 

12 月 3 日、17日 

202１年 1月 7 日、21日 

2 月 4 日、18日 

3 月 4 日、18日 

【問い合わせ先】  
〒520‐3195 湖南市石部中央１－１－１ 
湖南市人権擁護課 
TEL ０７４８（７７）８５１２  
FAX ０７４８（７７）４１０１ 
Ｅメール jinken@city.shiga-konan.lg.jp  

 (メールアドレス QR コード) 

◆パネル・ＤＶＤ◆ 

お借りいただけます 

 

■応募資格 県内在住・在勤・在学のかた（議員、公務員等を除く） 

■募集人数 2 人以内 

■仕  事 年３～５回の会議に出席し、男女共同参画の推進に関する

事項について調査・審議する。 

■任  期 令和２年（2020 年）7 月 1 日から 2 年間 

■報  酬 県の規定による報酬及び交通費（会議ごと支払） 

■応募方法 5 月 15 日（金）必着で必要書類を提出。くわしくは、滋

賀県ホームページをご覧いただくか、下記へお問い合わせ

ください。 

■応募・問い合わせ 〒520-8577 滋賀県女性活躍推進課 

          電話 ０７７－５２８－３７７１ 

 

・・・滋賀県男女共同参画審議会委員 募集中・・・ 

秘密は守ります  女性の悩み相談 

2020年度相談日カレンダー  

人権擁護課では男女共同参画をはじめ、さまざまなテーマの人権に関するパネルやＤＶＤ 

の無料貸出を行っています。 

地域や団体での研修にお使いください！リストは「湖南市 人権ＤＶＤ」で検索できます。 

男女共同参画に関する理解と

認識を深める市職員による出前

講座です。 

日時や内容は相談に応じます。

できるだけ開催の 1 か月前まで

に人権擁護課へお申し込みくだ

さい。 

対象：市内在住・在勤・在学の５

人以上のグループ 

 

■時間   

①午後２時３０分～３時３０分  

②午後３時３０分～４時３０分 

 

■場所 

 石部まちづくりセンター 

女性のための無料相談です。 

一人で悩まず、一度ご相談ください！ 

秘密は守られます。 

予約制です。 

事前に人権擁護課（☎0748-77-

8512）へお電話ください。 

 

※すべて木曜日 

ここにも相談できます 

【女性の相談窓口】 

●男女共同参画相談室 

 ☎0748-37-8739 

●中央子ども家庭相談センター 

 ☎077-564-7867 

 

【DV】 

●女性の人権ホットライン 

 ☎0570-070-810（全国共通） 

 

【セクハラ】 

●滋賀労働局 

 ☎077-523-1190 

 

【人権全般】 

●滋賀県人権センター 

 ☎077-527-3885 

4 月は AV

出演強要・

「JK ビジネ

ス」等被害

防止月間 


