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鳥取市男女共同参画センター
き

「輝なんせ鳥取」

Facebook HP

★ 『元女子高生、パパになる』（杉山 文野　 文藝春秋)
★ 『家事でモメない部屋づくり』（三木 智有　 株式会社ディスカバー・トゥエンティ・ワン)
★ 『スマホ脳』（アンデシュ・ハンセン／久山 葉子　訳　 新潮社)
★ 『棚からつぶ貝』（イモト アヤコ　文藝春秋)
★ 『やってもやっても終わらない名もなき家事に名前をつけたらその多さに驚いた。』（梅田 悟司　サンマーク出版)
★ 『「私、ちゃんとしなきゃ」から卒業する本』（小田桐 あさぎ　WAVE出版)
★ 『なるほど！育じい道　お医者さんが実践している孫育て術』（石蔵 文信　講談社) 

＊新規購入図書＊

日　程 講座名 場　所 講　師 定員

11月6日（土）
13：30～15：30

10月30日（土）
10：00～11：30

男女共同参画の視点から考える
防災セミナー（第3回）
  ～要支援者の避難と災害時の対応～

鳥取市保健所
　心の健康支援室
　保健師

24名

24名

谷島　孝子さん
（鳥取市危機管理課）

漆原　和弘さん
（鳥取市防災
　　　コーディネーター）

10月23日（土）
10：00～12：00

LGBTと地域
  ～誰もが過ごしやすいまちに～

ウィズコロナのメンタルヘルス
  ～心の健康のあり方について考える～

映画「サンドラのちいさな家」
　　　　　　　　　　上映会

働く女性の
　　　ライフステージと健康

鳥取市人権交流プラザ
３階大ホール

鳥取市男女共同参画センター
研修室

とりぎん文化会館
　　　　　第１会議室

鳥取市男女共同参画センター
研修室

鳥取大丸５階
プレイヤーズキッチン

鳥取市男女共同参画センター
研修室

80名

100名

山口　颯一さん
（一般社団法人ELLY　
　　　　　　  代表理事）

徳吉薬局
　　　管理栄養士

11月20日（土）
13：30～15：00

12月18日（土）
10：30～12：00

12月12日（日）
10：00～13：00

お父さんと
　　フルーツサンドを作ろう！
　　　　　

6組

24名

菅原　幸子さん
（女性の健康経営
　　　　　アドバイザー）

新型コロナウィルス感染症には感染防止対策を行いながら開催します。
※参加無料。（ただし親子料理教室のみ材料費必要）
お気軽にお申し込みください。

＊今後の輝なんせ鳥取講座＊

材料費1000円（2人）

鳥取市男女共同参画センター機関紙第36号 2021 Autumn
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●輝く女と男にインタビュー

　●「輝なんせ鳥取」ＮＥＷＳ

　　●輝なんせ鳥取移転記念セミナー

　　　●第 4次かがやきプラン

　　　　●今後の輝なんせ鳥取講座紹介

　　

・・・・・・・・・・2P～3P　　　　　　

・・・・・・・・・・・・・4P～5P 　　　　

・・・・・・・・・・・・・5P  　　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5P   

・・・・・・・・・・・・・・・6P

　　

―　目　次　―
ひと ひと

＊特 集＊
国際交流

K I N A N S E  T O T T O R I

講座　身近な台湾を知ろう！
　　～日本と台湾の男女共同参画の違い～の様子

「日華ふれんず」にて

Taiwan



  鳥取に暮らしてみて
　鳥取に移り住んで26年、長男の小学校入学
を機に東京から夫の故郷の鳥取に帰ってきま
した。東京の友だちに鳥取は遠い、暗いなど
と言われましたが、暮らしてみるとそんなこ
とはなく、子育てを通して鳥取でよかったと
思っています。鳥取は美味しい食べ物、素晴
らしい自然がたくさんあり、もっとアピール
するべきだと思います。台湾の友達も時々遊
びに来てくれるので、案内をし、民間外交員
のように鳥取を紹介しています。

　台湾の人は自由でオープン。ポジティブで
行動的。個を大切にし、自分の意見をはっき
り言います。鳥取の人がというより、日本人
は輪を大切にしようとして、自分の意見をな
かなか言いません。人の目を気にして、意見
を持っていても、黙ってしまうことが多いで
す。新しい提案はなかなか受け入れ難いよう
ですが、はっきりと提案し実行していくこと
でそれが定着して結果的にはよかったことが
ありました。
　台湾はいろいろな国の文化が交わり、多く
の考え方・文化を体験してきたこともあり、
柔軟な考え方を持つ人が多いように思います。

  日本と台湾の文化の違い

  日本と台湾の男女共同参画の違いを
　　　　　　　　　　感じられましたか？
　台湾には男女共同参画という言葉はなく、男
女に関係なくお互いに助け合っています。日本
の女性は、家事、育児、仕事と働きすぎ。男女
共同参画を提案して推進していかないと定着し
ていきません。過去のことを振り返るのではな
く、今、これから何ができる、どうするかが大
切です。変わりつつあるけれど、子どもの時か
らの働きかけ・教育が大事。女らしいや男らし
いではなく人間力を育てることが大切です。

　コロナ禍で大学がオンライン化になり自分の
時間ができたので、前から気になっていた多文
化共生マネージャーの資格に挑戦してみました。
今まで自分がしていたことが活かせるのではな
いかということ、鳥取県に１人もいないことな
どが受けようというきっかけになりました。多
文化共生社会が実現できることを祈っています。

  多文化共生マネージャー認定を
　　　　　受けようと思ったきっかけは？

台湾ご出身で鳥取に移り住んで26年のフェイフェイさん。 
鳥取市の中国語コーディネーターを経て、鳥取在住の外国
の方のサポートをしたいと日華ふれんずを立ち上げて17
年、この度鳥取県第１号となる多文化共生マネージャーと
なられました。鳥取県に住む外国の方と日本人のパイプ役
として活躍されています。

日華ふれんず「多文化教室」代表
　　　　　　　　川 口　斐 斐 さん

  どのような思いで活動をされていますか？
　代表をしている日華ふれんずは、行政ではでき
ない外国人の生活のサポートの一部をしていま
す。文化の違いによって、普段の生活の中で見え
てこない困りごとがたくさんあります。このよう
なことについて、少しでもお役に立てればと思っ
ています。見えない実情を日本の方にも知って頂
くと共に、多文化を知ることの大切さを伝えるこ
とができればと思っています。

　これからも、多文化共生マネージャーとして
多文化の事をお話する機会があれば微力ながら
お話していきたいと思っています。私が体験し
たこと、話したことが聞いた方に、少しでも共
感して頂ければうれしいです。皆さんが多文化
に触れ、それらを柔軟に受け入れ、いろんな角
度で見ることができたら、  多文化共生社会は実
現できるのではないかと思います。

  今後の展望をお願いします

フェイフェイ

ひと ひと

輝く女と男にインタビュー

「身近な台湾を知ろう！
  ～日本と台湾の男女共同参画の違い～」
　６月26日（土）に川口さんを講師にお招
きして、開催しました。
　台湾の歴史から、川口さんの実体験に
基づく楽しいエピソード、台湾と日本との
男女共同参画の違い、多文化まで幅広く話
していただきました。 川口さんのお話はと
ても分かりやすく、みなさんに満足いただ
けた講座でした。

ジェンダーギャップ指数

　非営利財団「世界経済フォーラム」が独自に
算定したもので、４つの分野（経済、政治、教育、
健康）のデータから構成された各国における
男女格差を計る指数です。０が完全不平等、
１が完全平等を示しています。
　2021年の日本の総合スコアは0.656で順位は
156か国中120位（前回は149か国中121位）と
依然低い状況です。

各分野における日本のスコアは、次の通りです。

分 野 スコア 去年のスコア

経 済

政 治

教 育

健 康

0.604

0.061

0.983

0.973

0.598

0.049

0.983

0.979

ジェンダーギャップ指数（2021）
上位国及び主な国の順位
順位 国　名 値
1
2
3
4
5
11
16
23
24
30
63
79
81
87
101
102
107
119
120
121

アイスランド
フィンランド
ノルウェー

ニュージーランド
スウェーデン
ドイツ
フランス
英国
カナダ
米国
イタリア
タイ
ロシア
ベトナム

インドネシア
韓国
中国
アンゴラ
日本

シエラレオネ

0.892
0.861
0.849
0.840
0.823
0.796
0.784
0.775
0.772
0.763
0.721
0.710
0.708
0.701
0.688
0.687
0.682
0.657
0.656
0.655

※

※多文化共生とは「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的な違いを
　認め、対等な関係を築こうとしながら、共に生きていくこと」
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令和3年3月20日（土）
国府町コミュニティセンター

　男女の脳にこれほど違いがあるのか、と驚きの
連続で、様々な場面を例に挙げながら解明され
ていくので、分かりやすく楽しいセミナーでした。
　「そうね」と共感して欲しい共感型の（多くの）
女性の脳、一方、問題解決型の男性の脳、「なん
で理解してくれないんだろう」と夫との会話がギ
クシャクしたのは脳の違いによるのかと納得。

講師：黒川　伊保子さん
（株式会社感性リサーチ　代表取締役）

家族のトリセツ
輝なんせ鳥取移転記念セミナー編集委員リポート

　目の前にあるものに気が付きにくい夫、これも
遠くの物が優先的に目に入る男性の脳なのかと
納得。プロセスに重きを置く女性、ゴールを決
めたら一直線に進む男性。昔は女性は子育てが
中心、男性は獲物探しが中心だったから、脳に
違いが生じたとのことでした。
　違いを理解したうえで、お互いに相手を大事
にしたいと思い合いたいです。

著書に『妻のトリセツ』をはじめとする
トリセツシリーズなど

だれもが性別に関わりなく個人として尊重され、また、自立した個人として、その個性や能力を

十分に発揮できる「男女共同参画都市・とっとり」を実現するため、本市が策定した「第4次鳥取

市男女共同参画かがやきプラン（令和3～7年度）」（以下「プラン」）について紹介します

～第4次鳥取市男女共同参画かがやきプラン～

プランのテーマと目標 ※ 赤字は各目標の重点項目

テーマ
① 「男女共同参画社会の

　　　　実現に向けた基盤づくり」
目標1: 男女共同参画への理解促進
  ・ 男女共同参画の視点でのメディア・リテラシーの向上
目標2: 子どもの頃からの男女平等の推進
  ・ 子どもの頃から各世代にわたっての男女平等を推進
    する教育・学習の実施

「男女がともに活躍できる
　　　　　　　　　環境づくり」

目標3: 働く場における女性の活躍推進
  ・ 男性の家事・育児・介護への参画促進
  ・ 女性の職域拡大と管理職への登用の促進
目標4: 地域・社会活動における男女共同参画の推進

テーマ
③ 「男女間におけるあらゆる

　　　　　　　　　暴力の根絶」

目標5: 男女間の暴力の発生を防ぐ環境整備
  ・ 性犯罪・性暴力を許さない環境整備
目標6: 被害者に対する支援の推進
  ・ 被害者が安心して相談できる体制づくり

テーマ
④

テーマ
②

「安全・安心に暮らせる社会づくり」

目標7: 乳幼児から高齢者まで健康で豊かな生活を送る
　　　 ための支援
目標8: だれもが安心して暮らせるまちづくり
  ・ 性的マイノリティに関する理解促進
目標9: 男女共同参画の視点に立った防災活動の推進
  ・ 女性の視点を取り入れた災害対応力の強化

※プランは本市公式ホームページ、各地区公民館、図書館などでご覧いただけます。
※プランの概要版は男女共同参画を学ぶ機会にも活用いただけます。 必要な方は男女共同参画課へお問い合わせください。　℡30-8076
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  鳥取に暮らしてみて
　鳥取に移り住んで26年、長男の小学校入学
を機に東京から夫の故郷の鳥取に帰ってきま
した。東京の友だちに鳥取は遠い、暗いなど
と言われましたが、暮らしてみるとそんなこ
とはなく、子育てを通して鳥取でよかったと
思っています。鳥取は美味しい食べ物、素晴
らしい自然がたくさんあり、もっとアピール
するべきだと思います。台湾の友達も時々遊
びに来てくれるので、案内をし、民間外交員
のように鳥取を紹介しています。

　台湾の人は自由でオープン。ポジティブで
行動的。個を大切にし、自分の意見をはっき
り言います。鳥取の人がというより、日本人
は輪を大切にしようとして、自分の意見をな
かなか言いません。人の目を気にして、意見
を持っていても、黙ってしまうことが多いで
す。新しい提案はなかなか受け入れ難いよう
ですが、はっきりと提案し実行していくこと
でそれが定着して結果的にはよかったことが
ありました。
　台湾はいろいろな国の文化が交わり、多く
の考え方・文化を体験してきたこともあり、
柔軟な考え方を持つ人が多いように思います。

  日本と台湾の文化の違い

  日本と台湾の男女共同参画の違いを
　　　　　　　　　　感じられましたか？
　台湾には男女共同参画という言葉はなく、男
女に関係なくお互いに助け合っています。日本
の女性は、家事、育児、仕事と働きすぎ。男女
共同参画を提案して推進していかないと定着し
ていきません。過去のことを振り返るのではな
く、今、これから何ができる、どうするかが大
切です。変わりつつあるけれど、子どもの時か
らの働きかけ・教育が大事。女らしいや男らし
いではなく人間力を育てることが大切です。

　コロナ禍で大学がオンライン化になり自分の
時間ができたので、前から気になっていた多文
化共生マネージャーの資格に挑戦してみました。
今まで自分がしていたことが活かせるのではな
いかということ、鳥取県に１人もいないことな
どが受けようというきっかけになりました。多
文化共生社会が実現できることを祈っています。

  多文化共生マネージャー認定を
　　　　　受けようと思ったきっかけは？

台湾ご出身で鳥取に移り住んで26年のフェイフェイさん。 
鳥取市の中国語コーディネーターを経て、鳥取在住の外国
の方のサポートをしたいと日華ふれんずを立ち上げて17
年、この度鳥取県第１号となる多文化共生マネージャーと
なられました。鳥取県に住む外国の方と日本人のパイプ役
として活躍されています。

日華ふれんず「多文化教室」代表
　　　　　　　　川 口　斐 斐 さん

  どのような思いで活動をされていますか？
　代表をしている日華ふれんずは、行政ではでき
ない外国人の生活のサポートの一部をしていま
す。文化の違いによって、普段の生活の中で見え
てこない困りごとがたくさんあります。このよう
なことについて、少しでもお役に立てればと思っ
ています。見えない実情を日本の方にも知って頂
くと共に、多文化を知ることの大切さを伝えるこ
とができればと思っています。

　これからも、多文化共生マネージャーとして
多文化の事をお話する機会があれば微力ながら
お話していきたいと思っています。私が体験し
たこと、話したことが聞いた方に、少しでも共
感して頂ければうれしいです。皆さんが多文化
に触れ、それらを柔軟に受け入れ、いろんな角
度で見ることができたら、  多文化共生社会は実
現できるのではないかと思います。

  今後の展望をお願いします

フェイフェイ

ひと ひと

輝く女と男にインタビュー

「身近な台湾を知ろう！
  ～日本と台湾の男女共同参画の違い～」
　６月26日（土）に川口さんを講師にお招
きして、開催しました。
　台湾の歴史から、川口さんの実体験に
基づく楽しいエピソード、台湾と日本との
男女共同参画の違い、多文化まで幅広く話
していただきました。 川口さんのお話はと
ても分かりやすく、みなさんに満足いただ
けた講座でした。

ジェンダーギャップ指数

　非営利財団「世界経済フォーラム」が独自に
算定したもので、４つの分野（経済、政治、教育、
健康）のデータから構成された各国における
男女格差を計る指数です。０が完全不平等、
１が完全平等を示しています。
　2021年の日本の総合スコアは0.656で順位は
156か国中120位（前回は149か国中121位）と
依然低い状況です。

各分野における日本のスコアは、次の通りです。

分 野 スコア 去年のスコア

経 済

政 治

教 育

健 康

0.604

0.061

0.983

0.973

0.598

0.049

0.983

0.979

ジェンダーギャップ指数（2021）
上位国及び主な国の順位
順位 国　名 値
1
2
3
4
5
11
16
23
24
30
63
79
81
87
101
102
107
119
120
121

アイスランド
フィンランド
ノルウェー

ニュージーランド
スウェーデン
ドイツ
フランス
英国
カナダ
米国
イタリア
タイ
ロシア
ベトナム

インドネシア
韓国
中国
アンゴラ
日本

シエラレオネ

0.892
0.861
0.849
0.840
0.823
0.796
0.784
0.775
0.772
0.763
0.721
0.710
0.708
0.701
0.688
0.687
0.682
0.657
0.656
0.655

※

※多文化共生とは「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的な違いを
　認め、対等な関係を築こうとしながら、共に生きていくこと」
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　鳥取県男女共同参画登録講師の来田裕子さん
を講師にワーク・ライフ・バランス講座を開催し
ました。昨年秋にもワーク・ライフ・バランス講
座を開催しましたが、人気が高い来田さんの講
座で、募集した後はすぐに定員に達しました。今
回の講座は、当センターでは初めてとなる「麒麟
のまち連携事業」で、オンラインで鳥取会場と
智頭会場をつないで講座を開催しました。

令和3年5月12日（水）
男女共同参画センター

　飾り気のない話し方、ゲームなどを取り入れ、
聞いている人たちを飽きさせない講座構成で、
参加者は楽しく聞くことができたと思います。
参加してくださった皆さんが、感謝の気持ちを
持ち、笑顔の続く毎日をおくる手助けになった
ことと思います。

令和3年5月22日（土）
　　　　　　6月5日（土）
男女共同参画センター

講師：来田　裕子　さん

　災害には、事前に予防対策や備蓄等の備えが
必要な「地震」と、情報サービスを利用して様々
な情報を把握し避難可能な「洪水」など、それ
ぞれに対応の仕方があると話されました。
　自然災害の恐ろしさが高まる現在、災害を正
しく理解することが防災対策になり、防災の意
識を高めることで想定外のことに対して冷静な
対処ができると良いと思います。

　行政が準備している対策だけに頼ることなく、
併せて地域内で情報を共有し人々が協力するこ
とが重要と感じました。また、そのためにも防
災リーダーの役割が大切であり、女性目線も防
災には欠かせず、女性防災リーダーの必要性を
説いておられました。今後も防災についての知
識に触れる機会が多くあればと思います。講師：鳥取市危機管理課

　　　　谷島　係長
　　　　漆原防災コーディネーター　　　　
　　　　　　　

暮らしを整える !! 毎日が HAPPYになる新習慣　
～笑顔が続く !　７つのヒミツ～

男女共同参画の視点から見る防災セミナー
家庭の防災力を高めよう！
地域の防災力を高めよう！

※「女たちの避難所」垣谷美雨著
　被災者、避難所のリアルな状況が手に取る
　ようにわかる一冊です（編集委員 B)

１回目

２回目

編集委員リポート

▲

おすすめの一冊

輝なんせ鳥取 NEWS
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  鳥取に暮らしてみて
　鳥取に移り住んで26年、長男の小学校入学
を機に東京から夫の故郷の鳥取に帰ってきま
した。東京の友だちに鳥取は遠い、暗いなど
と言われましたが、暮らしてみるとそんなこ
とはなく、子育てを通して鳥取でよかったと
思っています。鳥取は美味しい食べ物、素晴
らしい自然がたくさんあり、もっとアピール
するべきだと思います。台湾の友達も時々遊
びに来てくれるので、案内をし、民間外交員
のように鳥取を紹介しています。

　台湾の人は自由でオープン。ポジティブで
行動的。個を大切にし、自分の意見をはっき
り言います。鳥取の人がというより、日本人
は輪を大切にしようとして、自分の意見をな
かなか言いません。人の目を気にして、意見
を持っていても、黙ってしまうことが多いで
す。新しい提案はなかなか受け入れ難いよう
ですが、はっきりと提案し実行していくこと
でそれが定着して結果的にはよかったことが
ありました。
　台湾はいろいろな国の文化が交わり、多く
の考え方・文化を体験してきたこともあり、
柔軟な考え方を持つ人が多いように思います。

  日本と台湾の文化の違い

  日本と台湾の男女共同参画の違いを
　　　　　　　　　　感じられましたか？
　台湾には男女共同参画という言葉はなく、男
女に関係なくお互いに助け合っています。日本
の女性は、家事、育児、仕事と働きすぎ。男女
共同参画を提案して推進していかないと定着し
ていきません。過去のことを振り返るのではな
く、今、これから何ができる、どうするかが大
切です。変わりつつあるけれど、子どもの時か
らの働きかけ・教育が大事。女らしいや男らし
いではなく人間力を育てることが大切です。

　コロナ禍で大学がオンライン化になり自分の
時間ができたので、前から気になっていた多文
化共生マネージャーの資格に挑戦してみました。
今まで自分がしていたことが活かせるのではな
いかということ、鳥取県に１人もいないことな
どが受けようというきっかけになりました。多
文化共生社会が実現できることを祈っています。

  多文化共生マネージャー認定を
　　　　　受けようと思ったきっかけは？

台湾ご出身で鳥取に移り住んで26年のフェイフェイさん。 
鳥取市の中国語コーディネーターを経て、鳥取在住の外国
の方のサポートをしたいと日華ふれんずを立ち上げて17
年、この度鳥取県第１号となる多文化共生マネージャーと
なられました。鳥取県に住む外国の方と日本人のパイプ役
として活躍されています。

日華ふれんず「多文化教室」代表
　　　　　　　　川 口　斐 斐 さん

  どのような思いで活動をされていますか？
　代表をしている日華ふれんずは、行政ではでき
ない外国人の生活のサポートの一部をしていま
す。文化の違いによって、普段の生活の中で見え
てこない困りごとがたくさんあります。このよう
なことについて、少しでもお役に立てればと思っ
ています。見えない実情を日本の方にも知って頂
くと共に、多文化を知ることの大切さを伝えるこ
とができればと思っています。

　これからも、多文化共生マネージャーとして
多文化の事をお話する機会があれば微力ながら
お話していきたいと思っています。私が体験し
たこと、話したことが聞いた方に、少しでも共
感して頂ければうれしいです。皆さんが多文化
に触れ、それらを柔軟に受け入れ、いろんな角
度で見ることができたら、  多文化共生社会は実
現できるのではないかと思います。

  今後の展望をお願いします

フェイフェイ

ひと ひと

輝く女と男にインタビュー

「身近な台湾を知ろう！
  ～日本と台湾の男女共同参画の違い～」
　６月26日（土）に川口さんを講師にお招
きして、開催しました。
　台湾の歴史から、川口さんの実体験に
基づく楽しいエピソード、台湾と日本との
男女共同参画の違い、多文化まで幅広く話
していただきました。 川口さんのお話はと
ても分かりやすく、みなさんに満足いただ
けた講座でした。

ジェンダーギャップ指数

　非営利財団「世界経済フォーラム」が独自に
算定したもので、４つの分野（経済、政治、教育、
健康）のデータから構成された各国における
男女格差を計る指数です。０が完全不平等、
１が完全平等を示しています。
　2021年の日本の総合スコアは0.656で順位は
156か国中120位（前回は149か国中121位）と
依然低い状況です。

各分野における日本のスコアは、次の通りです。

分 野 スコア 去年のスコア

経 済

政 治

教 育

健 康

0.604

0.061

0.983

0.973

0.598

0.049

0.983

0.979

ジェンダーギャップ指数（2021）
上位国及び主な国の順位
順位 国　名 値
1
2
3
4
5
11
16
23
24
30
63
79
81
87
101
102
107
119
120
121

アイスランド
フィンランド
ノルウェー

ニュージーランド
スウェーデン
ドイツ
フランス
英国
カナダ
米国
イタリア
タイ
ロシア
ベトナム

インドネシア
韓国
中国
アンゴラ
日本

シエラレオネ

0.892
0.861
0.849
0.840
0.823
0.796
0.784
0.775
0.772
0.763
0.721
0.710
0.708
0.701
0.688
0.687
0.682
0.657
0.656
0.655

※

※多文化共生とは「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的な違いを
　認め、対等な関係を築こうとしながら、共に生きていくこと」
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令和3年3月20日（土）
国府町コミュニティセンター

　男女の脳にこれほど違いがあるのか、と驚きの
連続で、様々な場面を例に挙げながら解明され
ていくので、分かりやすく楽しいセミナーでした。
　「そうね」と共感して欲しい共感型の（多くの）
女性の脳、一方、問題解決型の男性の脳、「なん
で理解してくれないんだろう」と夫との会話がギ
クシャクしたのは脳の違いによるのかと納得。

講師：黒川　伊保子さん
（株式会社感性リサーチ　代表取締役）

家族のトリセツ
輝なんせ鳥取移転記念セミナー編集委員リポート

　目の前にあるものに気が付きにくい夫、これも
遠くの物が優先的に目に入る男性の脳なのかと
納得。プロセスに重きを置く女性、ゴールを決
めたら一直線に進む男性。昔は女性は子育てが
中心、男性は獲物探しが中心だったから、脳に
違いが生じたとのことでした。
　違いを理解したうえで、お互いに相手を大事
にしたいと思い合いたいです。

著書に『妻のトリセツ』をはじめとする
トリセツシリーズなど

だれもが性別に関わりなく個人として尊重され、また、自立した個人として、その個性や能力を

十分に発揮できる「男女共同参画都市・とっとり」を実現するため、本市が策定した「第4次鳥取

市男女共同参画かがやきプラン（令和3～7年度）」（以下「プラン」）について紹介します

～第4次鳥取市男女共同参画かがやきプラン～

プランのテーマと目標 ※ 赤字は各目標の重点項目

テーマ
① 「男女共同参画社会の

　　　　実現に向けた基盤づくり」
目標1: 男女共同参画への理解促進
  ・ 男女共同参画の視点でのメディア・リテラシーの向上
目標2: 子どもの頃からの男女平等の推進
  ・ 子どもの頃から各世代にわたっての男女平等を推進
    する教育・学習の実施

「男女がともに活躍できる
　　　　　　　　　環境づくり」

目標3: 働く場における女性の活躍推進
  ・ 男性の家事・育児・介護への参画促進
  ・ 女性の職域拡大と管理職への登用の促進
目標4: 地域・社会活動における男女共同参画の推進

テーマ
③ 「男女間におけるあらゆる

　　　　　　　　　暴力の根絶」

目標5: 男女間の暴力の発生を防ぐ環境整備
  ・ 性犯罪・性暴力を許さない環境整備
目標6: 被害者に対する支援の推進
  ・ 被害者が安心して相談できる体制づくり

テーマ
④

テーマ
②

「安全・安心に暮らせる社会づくり」

目標7: 乳幼児から高齢者まで健康で豊かな生活を送る
　　　 ための支援
目標8: だれもが安心して暮らせるまちづくり
  ・ 性的マイノリティに関する理解促進
目標9: 男女共同参画の視点に立った防災活動の推進
  ・ 女性の視点を取り入れた災害対応力の強化

※プランは本市公式ホームページ、各地区公民館、図書館などでご覧いただけます。
※プランの概要版は男女共同参画を学ぶ機会にも活用いただけます。 必要な方は男女共同参画課へお問い合わせください。　℡30-8076
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〒680-0822
鳥取県鳥取市今町二丁目151（鳥取大丸5階）
TEL / FAX （0857）24-2704
メール：danjyo-center@city.tottori.lg.jp
鳥取市ホームページ：http://www.city.tottori.lg.jp/

鳥取市男女共同参画センター
き

「輝なんせ鳥取」

Facebook HP

★ 『元女子高生、パパになる』（杉山 文野　 文藝春秋)
★ 『家事でモメない部屋づくり』（三木 智有　 株式会社ディスカバー・トゥエンティ・ワン)
★ 『スマホ脳』（アンデシュ・ハンセン／久山 葉子　訳　 新潮社)
★ 『棚からつぶ貝』（イモト アヤコ　文藝春秋)
★ 『やってもやっても終わらない名もなき家事に名前をつけたらその多さに驚いた。』（梅田 悟司　サンマーク出版)
★ 『「私、ちゃんとしなきゃ」から卒業する本』（小田桐 あさぎ　WAVE出版)
★ 『なるほど！育じい道　お医者さんが実践している孫育て術』（石蔵 文信　講談社) 

＊新規購入図書＊

日　程 講座名 場　所 講　師 定員

11月6日（土）
13：30～15：30

10月30日（土）
10：00～11：30

男女共同参画の視点から考える
防災セミナー（第3回）
  ～要支援者の避難と災害時の対応～

鳥取市保健所
　心の健康支援室
　保健師

24名

24名

谷島　孝子さん
（鳥取市危機管理課）

漆原　和弘さん
（鳥取市防災
　　　コーディネーター）

10月23日（土）
10：00～12：00

LGBTと地域
  ～誰もが過ごしやすいまちに～

ウィズコロナのメンタルヘルス
  ～心の健康のあり方について考える～

映画「サンドラのちいさな家」
　　　　　　　　　　上映会

働く女性の
　　　ライフステージと健康

鳥取市人権交流プラザ
３階大ホール

鳥取市男女共同参画センター
研修室

とりぎん文化会館
　　　　　第１会議室

鳥取市男女共同参画センター
研修室

鳥取大丸５階
プレイヤーズキッチン

鳥取市男女共同参画センター
研修室

80名

100名

山口　颯一さん
（一般社団法人ELLY　
　　　　　　  代表理事）

徳吉薬局
　　　管理栄養士

11月20日（土）
13：30～15：00

12月18日（土）
10：30～12：00

12月12日（日）
10：00～13：00

お父さんと
　　フルーツサンドを作ろう！
　　　　　

6組

24名

菅原　幸子さん
（女性の健康経営
　　　　　アドバイザー）

新型コロナウィルス感染症には感染防止対策を行いながら開催します。
※参加無料。（ただし親子料理教室のみ材料費必要）
お気軽にお申し込みください。

＊今後の輝なんせ鳥取講座＊

材料費1000円（2人）

鳥取市男女共同参画センター機関紙第36号 2021 Autumn
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●輝く女と男にインタビュー

　●「輝なんせ鳥取」ＮＥＷＳ

　　●輝なんせ鳥取移転記念セミナー

　　　●第 4次かがやきプラン

　　　　●今後の輝なんせ鳥取講座紹介

　　

・・・・・・・・・・2P～3P　　　　　　

・・・・・・・・・・・・・4P～5P 　　　　

・・・・・・・・・・・・・5P  　　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5P   

・・・・・・・・・・・・・・・6P

　　

―　目　次　―
ひと ひと

＊特 集＊
国際交流

K I N A N S E  T O T T O R I

講座　身近な台湾を知ろう！
　　～日本と台湾の男女共同参画の違い～の様子

「日華ふれんず」にて

Taiwan


