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ウィズ通信
男女共同参画の視点での地域活動
地域の特定の活動が片方の性に偏るなど、性
別や年齢等により役割を固定化することのな
いように、地域における多様な政策・方針決
定過程への女性の参画拡大を図るとともに、
地域活動に男女共同参画の視点が反映される

摂津市においても、男女共同参画による地域
コミュニティの組織づくりを促進しています。
住民参加による地域活動やネットワークづく
りは、地域力を高め、安心して暮らすことが
できる基盤づくりにつながります。

ことが必要です。
内閣府では、地域に根差した組織・団体にお
ける政策・方針決定過程への女性の参画拡大
を働きかけるとともに、地域における様々な
課題について、男女共同参画の視点を取り入
れつつ、多様な主体が連携・協働しながら、
課題解決のための実践的な活動が行われるよ
う支援しています。

地域活動に女性の意見を反映するために、団
体の活動の中で、女性が主体的、積極的に参
画意識を持てる組織づくりが必要です。
男女共同参画センター・ウィズせっつに登録
する男女共同参画推進団体は、男女共同参画
社会の実現に向けて様々な活動を行っていま
す。また、ウィズせっつは、地域における様々
な課題の解消に向け、男女平等の視点を持つ
市民団体に対して、活動の支援や場の提供に
より、市民との協働を進めています。

（男女共同参画白書令和３年度版 第５章 第１節
地域活動における男女共同参画の推進より）

男女共同参画市民企画協働事業

『チャレンジ企画』 『ジャンプ企画』 『ふらっと企画』
ウィズせっつでは、市民団体の「できたらいいな」の実現のためにセミナーやイベント
の企画を募集し、さまざまな支援を行っています。
チャレンジ企画：市民団体が、男女共同参画の視点で考えた企画をプレゼンし審査の上、
選ばれた企画をウィズせっつと協働で実施します。毎年、４月に企画
を募集しています。
ジ ャ ン プ 企 画：男女共同参画推進団体が企画したセミナーや
催しをウィズせっつが応援して開催する企画です。
ふ ら っ と 企 画：男女共同参画推進団体の日ごろの活動を市民の
摂津市マスコットキャラ
みなさんに気軽に体験してもらう企画です。
クターセッピーと♡型の
摂津市

次ページでは、昨年度、男女共同参画市民企画協働事業を実施した団体の活動を紹介します。

令和3年度「できたらいいな！」を応援！「チャレンジ企画」を紹介

「ジャンプ企画」で子育て世代や高齢者の居場所作り

ウィズせっつでは、毎年、男女共同参画の視点で考えた企画、女性のエンパワメントに役立つ講座
やイベントなどを、市内で活動している団体と協働で実施しています。
昨年度は、3団体の「チャレンジ企画」を採用し、講座を開催しました。各団体が講座を主体的に企
画・運営し、どの講座も参加者から大変好評でした。
チャレンジ企画

あなただけの幸せのカタチを発見！Well-being幸福学

ジャンプ企画
ジャンプ企画

ジャンプ企画

おおきなかぶと

ぽてとひろば
親子でほっこり

つどい場「輪」の
スマイル広場

四季の絵本をたのしもう！

開催日：毎月第3木曜日

企画団体：自由を楽しむパステル/開催日：10月19日、26日、11月9日全3回 いずれも火曜日

親子が自由に参加、子育ての情報交
換やおしゃべりを楽しみました。
（ＮＰＯ法人キッズぽてと）

自分らしく前向きな人生を送るために、人生の
楽しみ方を考え、幸せを育てるための「幸せ発
見ワーク」や「心と脳の解放と癒しの実践ワー
ク」を体験しました。
＜参加者の感想＞
・幸せを分析していて、よくわかりました。
グループの方の話が聞けてよかったです。
・頭を使うことが多いので、心が感じるままに、
という時間を持つことができて良かったです。

チャレンジ企画

今どきのおむつ事情と排泄ケア
～生涯を自分らしく過ごす工夫～
企画団体：つどい場「輪」
開催日：令和4年1月15日(土)

ジャンプ企画

グッドムーンの朗読会
ー思いー

排泄トラブルに対処するにはまず、原因を
考えること。その上で適切なおむつや福祉用具を
活用し、自分らしく快適にすごすための工夫を学びました。
実際におむつをつけてみて、どう感じるかなどの体験も
行いました。
＜参加者の感想＞
・おむつ事情だけでなく根本問題を
探していくことが大切だということ
がわかりました。
・思っていたより、深いところまで
教えていただきました。
・とても勉強になりました。色々
な用具やおむつを知ることができて
よかったです。

令和４年度「チャレンジ企画」が決定しました！
今年度のチャレンジ企画は、１０月から順次開催予定です。ウィズせっつは、
3団体の「できたらいいな！」の実現のため、活動の支援を行っています。
今回、機会を逃した団体にも、毎年、チャンスがあります。是非、地域の
課題解決につながる企画を練って、次のチャレンジを目指してください。

地域の「いきいきサロン」「つ
どい場」で、体操やゲームなど
のレクリエ－ション活動を通し
て、高齢者が社会参加をする
きっかけづくりを行っています。

みんなの認知症予防ゲームや体操や
おしゃべりなどを楽しみました。
（つどい場「輪」）

開催日：12月２日、令和4年1月6日
いずれも木曜日

五感を使って楽しみながら作品を作
自由に絵本を楽しむためのひろばです。るクリニカルアートの手法で、絵を
季節に合わせた絵本を参加者と一緒に 描きながら、おしゃべりを楽しみま
楽しみながら、ふれあい遊びも実施。 した。（ほめたいね♡）
12月7日は、クリスマスの絵本を楽
しむ会を開催しました。
（絵本よみきかせ隊おおきなかぶ）

メンバーのスキルや技能を伝えたい！日頃の活動の成果を発表したい！この講師の話しを
聴きたい！などなど団体の思いを叶える企画です。
ジャンプ企画

開催日：11月27（土）
13回目の朗読グループ・グッドムー
ンの朗読発表会では「思い」をテー
マに、メンバーが選んだ6作品を朗読
しました。
（朗読グループ・グッドムーン）

男女共同参画推進団体交流会

企画団体：オレンジサークル

ほめたいね♡のクリニカルアート

開催日：１０月５日～令和4年2月１日
いずれも火曜日

開催日：毎月第3土曜日

知りたい、聴きたい、見せたいをかなえる「ジャンプ企画」

チャレンジ企画

心と体を活性化、
心がはずむ
音楽レクリエ－ション

ジャンプ企画
ほめたいね♡

ジャンプ企画

大切にしたい！わたしのカラダ
命を守るピンクリボンと薬膳セルフケア
企画団体：食育スマイル/開催日：9月27日(月)
乳がんや子宮がんをはじめとした女性特有の病気予防のため
の早期発見・早期治療の大切さや、健康に役立つ薬膳を取り
入れた食養生について学び、日々の健康生活に役立てました。
＜参加者の感想＞
・わかりやすいスライドと、資料もたくさんあり、検診
の大切さと食事メニューの考え方がよくわかりました。
・食は命なり、本当にそうだと思いました。

昨年度は、８団体がジャンプ企画を実施。団体が地域に貢献しながら自主的に企画と運営
をする中でグループ運営の力をつけていく機会となりました。

傾聴の基本と人とのかかわり方

こころに寄り添う
コミュニケーションとは
企画団体：つどい場「輪」
誰もが健やかに安心し、孤立せ
ず、充実した人生を過ごすこと
ができるように、住民同士助け
合い、活かし合う関係をつくる
「つどい場」づくりを進めてい
ます。

親子で楽しくカラダづくり
これだけはやっておきたい
運動と食育
企画団体：食育スマイル
「よく食べ、よく動き、よく眠
る」という健康3原則をふまえ
た基本的な生活習慣を子どもか
ら高齢者まで身につけて、心身
ともに元気な毎日を過ごすため
の啓発活動をしています。

終活とは？
縁起でもない時代から
迷惑をかけない時代へ

ジャンプ企画

レザーでつくる
クリスマスのお菓子のくつ

開催日：11月30日（火）

開催日：令和4年2月21日（月）

革とリボンを使ったレザー工芸体験
で、可愛い小物やお菓子をいれて、
大切な方へのプレゼントやインテリ
アにもなるクリスマスのくつを作り
ました。
（オレンジサークル）

開催日：7月12日(月）

「地域で活かす男女共同参画の視点での防災」
ウィズせっつでは、毎年、団体の交流会を開催しています。令和３年度は「男女
共同参画の視点での防災」をテーマに、関西国際大学講師の田中綾子先生をお招
きし、地域の特性、世代間や立場、経験などによる多様な考えや意見を共有でき
るクロスロードゲームで、防災意識を高めながら団体間の交流をし、災害に備え
る心構えを得る機会となりました。
また、摂津市防災危機管理課の指導
のもと、避難所で設営されるダンボ
ールベッドやパーテーションの組み
立てを通して、いざという時のため
の避難所運営を体験しました。

発達が気になる子どものための
親子広場 ＆
パパの子育てカルタづくり

開催日：7月9日（金）～
令和4年3月８日(火）
子育ての“困った”や、色々な悩みを話して
聞いて情報交換をして、ちょっと一息つける
広場を開催しました。
2月19日（土）には、パパが自分の子育
てを振り返り、表現した「子育てある
ある」かるたを作成し、ウィズせっつ
フェスタで展示しました。
（「子育て支援」Pamoja）

人生の最期を「縁起でもない話」と考
えず、元気な今だからこそ出来ること
は何かを考え、そのキッカケや一助に
なることを学びました。自分らしく、
より良く生きるための方法を知る機会
となりました。（摂津市人材サポー
ト・ビューロー）

誰でも気軽に参加できる「ふらっと企画」
ウィズせっつの交流室を開放し、開催中、いつでもふらっと
立ち寄って参加できる企画で、団体活動を紹介しました。
ふらっと企画

ふらっと企画

ほめたいね♡と一緒
おしゃべりしながら
クラフトしよう！！

私のコミック大集合！
コミック限定ブックカフェ

開催日：10月7日、11月4日
いずれも木曜日
小物の絵付けや新聞紙でコサージュ作
りなど、おしゃべりしながらクラフト
する事で、子育てのストレス発散や
ホッと息抜きできる時間と場所を提供
しました。（ほめたいね♡）

開催日：6月24日（木）
参加者同士持ち寄ったコミックのオス
スメポイントや感想を語り合いながら、
コミックの中に表現されるさまざまな
世界観を読みとく会を開催しました。
（カタリベブックカフェ千里丘）

どなたでも
自由に参加できます。
申込み不要です。

第４期摂津市男女共同参画計画～ウィズプラン～
男女共同参画社会の実現には、男女の人権が平等に尊

第 3 期ウィズプランが令和 3 年度末に終了し、令和

重され、責任を分かち合い、性別にかかわりなく、そ

4 年度から１０年間に注力すべき取組について策定し、

の個性と能力を十分に発揮することが重要です。固定

５年目には、中間見直しをします。そのための資料と

的な性別役割分担意識は、少しずつ変化してきている

して、市民意識調査を実施しました。結果を基に、男

ものの、社会慣習などにおいては不平等感が依然とし

女共同参画推進審議会での議論を踏まえ、「第４期摂

て根強く残っており、今なお、女性が十分に能力を発

津市男女共同参画計画～ウィズプラン～」を策定しま

揮しているとは言い難い状況です。また、DV や性犯

した。

罪など女性に対する暴力が深刻化していることも重
要な課題となっています。
市では、平成 24 年度から「第 3 期摂津市男女共同
参画計画～ウィズプラン～」に基づき、男女共同参
画社会の実現に向けた施策を推進してきました。

ウィズせっつ情報室にあります！
市民活動やまちづくり、地域課題の解決策、暮らしや地域活動などに役立つ図書や
雑誌、情報誌、DVD などを摂津市在住・在勤・在学の方に貸出しています。閲覧スペースもあ
ります。ぜひ、ご利用ください。
まちライブラリーのつく
り方/藤井純充著/2015 年
学芸出版社

ソーシャルデザイン 50 の
方法/今一生著/2013 年
中央公論新社(現在品切)

人やまちが元気になる
ファシリテーター入門講座
ちょんせいこ著/2007 年
解放出版社

人生いろどり（DVD）
制作年 2012 年/制作国日本
(C)2012「人生、いろどり」製作委員会

※本や DVD を初めて借りる時は、住所確認ができるもの（健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど）をご持参ください。
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ウィズせっつは、性別に関わらず、家庭、学校、職場、地域などで、一人ひ
とりが個人として尊重され、対等な関係を築き、共に責任を担う男女共同参画
社会づくりを推進するための拠点施設です。性別による固定的な意識を見
直し、女性の自立と社会参画を推進します。また、市民の活動やネット
ワークづくりを応援します。

〒566-0021 摂津市南千里丘 5-35 摂津市立コミュニティプラザ 1 階
ＴＥＬ：０６－４８６０－７１１２
●開館時間
ＦＡＸ：０６－４８６０－７１１３
月・木・金・土・日曜日 午前９時 30 分～午後 5 時
ＵＲＬ：http://ｗｗｗ.with-settsu.jp
火曜日のみ
午前９時 30 分～午後９時

e-mail：danjyo@with-settsu.jp

●休 館 日
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