長岡京市男女共同参画センター

No.

1６ November.201９

センター愛称“いこ～る”プラス！
「平成」から「令和」へ、長岡京市では、すべての人が性別に関わりなく、人権を尊重され、
個性と能力を発揮することができる「男女共同参画社会」の実現に向け、平成１７年にバンビ
オ１番館６階に開設しました「女性交流支援センター」が「男女共同参画推進課」と統合し、
平成３１年４月から「男女共同参画センター」 として新たな一歩を踏み出しました。
新たなセンターが親しみを持っていただけるよう愛称を募集し、

“いこ～る”プラスに決まりました！
“いこ～る”には、性別や年齢によって差別が生じることなく、みんなが平等に、という意味。
プラスには、長岡京市の男女共同参画がさらに進んでいくようにとの思いが込められています。
・団体の活動場所として、多世代交流ふれあいセンター内の男女共同参画フロア“いこ～る”。
・男女共同参画の拠点施設としてバンビオ６階の男女共同参画センターいこ～る”プラス。

今後ともよろしくお願いします！！！
長岡京市

人権・男女共同参画フォ－ラム2019
こ

金澤泰子さん講演会

令和元年１２月７日（土）
講演：１４：００～１５：３０
会場：長岡京市立中央公民館
３階市民ホール

定
託

ダウン症の娘と 共に生きて
＜翔子さんの書道
パフォーマンスあり＞
未来が全く見えなかった娘の翔子
さんの誕生から数年、何かできる
ことがあるはずと始めた書道教室。
素晴らしい特別な世界をもった翔子
さんの母としてのお話は感動です！

員： ２００人（先着順）手話通訳・要約筆記、ヒアリングループ設置スペースあり
児：６ケ月～就学前幼児先着１０人（要予約）※託児申込みは1１月２９日（金）までに人権推進課へ
TEL(075-955-3180) FAX(075-951-5410) Ｅメール（jinken@city.nagaokakyo.lg.jp)

男女共同参画川柳の応募ありがとうございました！
「人権・男女共同参画フォーラム２０１９」「第４２回障がい者児の人権を考える市民のひろば」で展示します。
センターNEWSき★ら★りは、すべての人が生き生きと暮らし、「き・ら・り」と輝けるよう、「き・ら・り」なヒントを発信中！

特集1

パープル＆オレンジリボンプロジェクト201９

子どもの前でのＤＶは・・子どもの脳を委縮させる！?
２００４年に改正された児童虐待防止法では、児童虐待の定義として、第二条第四項に「児童に対する著
しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力（配偶者（婚姻の届出
をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）の身体に対する不法な攻撃であって生命
又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。）その他の児童に著
しい心理的外傷を与える言動を行うこと。」が明記されました。
パートナー間の身体的なＤＶを見たり、激しい口論を子どもが聞いてしまうことも、子どもに対する「心
理的虐待」とされ、別名「面前DV」と呼ばれています。
小児精神科医友田明美氏(＊)の著書の中では、「両親間の身体的なＤＶを目撃した場合の脳は、正常な脳
に比べて平均して約３％縮小しているのに対して、両親同士の「罵倒」や「脅し」を聞いた場合は、２０％
近くも小さくなっているというデータがあります。また、面前ＤＶのせいで脳が委縮してしまった子どもへ
の影響として、視覚野が小さくなると、相手の表情が読み取ることができなくなり、対人関係に支障が出た
り、感情がコントロールできなくなります。そのほかにも (*)マルトリートメントの内容や種類によって、脳
が変形する部位が異なることもわかっており、その影響はさまざまな形で表出します。うつ状態や、他人に
対して強い攻撃性を示すようになる、などのトラウマ反応が出てくるケースもあるのです。その反応が出や
すいのは、１１歳～１３歳という研究結果もあり、大人になってからも、うつ病や、アルコール、薬物への
依存症など、深刻な心の病を発症しやすく、心の傷は目に見えないだけにその深さはわかりません。その深
刻さが伝わりにくい“脳の傷”ですが、近年、子どもの脳は“レジリエンス”と呼ばれる回復力を持ってい
て、柔軟な成長期の子どもの脳ならば、早期の修復も望めます。」と述べています。
直接的な攻撃を受けなくても、ＤＶ行為を見ること自体が子どもの心身や人生に与える影響は大きいと言
えます。「虐待」と「ＤＶ」両面からの支援の必要性が課題になってきます。

＊友田明美氏：福井大学子どものこころの発達研究センター教授、「子どもの脳を傷つける親たち」（ＮＨＫ出版）を出版。
「虐待」という言葉の代わりに、 (*)マルトリートメントという単語を使用。「mal（悪い）」に「treament（扱い）」が
複合されたこの語は、「不適切な養育」と訳され、面前ＤＶは「精神的マルトリートメント」に分類される。

講座のお知らせ

11/15
(金)

11/19
(火)

11/25
(月)

12/2
(月)

「虐待」親へのケアを考える
[時
[講

間]13時半～15時半 [場所] バンビオ1番館6階 創作室1
師]森田ゆりさん（作家・エンパワメントセンター主宰）

DV支援に大切なこと～こころのケアとは～
[時
[講

間]13時半～15時半 [場所] バンビオ1番館6階 会議室３
師] 内藤みちよさん（京都府家庭支援総合センター心理判定員）

性暴力被害
[時
[講

回復への道のり

間]13時半～15時半 [場所] バンビオ1番館6階 会議室３
師] 福岡ともみさん（性暴力被害者支援センター・ひょうご）

性犯罪防止のポイントを学ぶ
[時
[講

間]1３時半～1５時 [場所] バンビオ1番館6階 会議室３
師]向日町警察署生活安全課 小林照尚さん

※講座に参加ご希望の方は男女共同参画センターまで電話・FAX・メールなどでお申込みください。詳細はチラシを。

[申込み] 10/15(火)より（託児あり）
センターNEWSき★ら★りは、すべての人が生き生きと暮らし、「き・ら・り」と輝けるよう、「き・ら・り」なヒントを発信中！

多様な性

特集2
ＳＯＧＩ

性的指向（Sexual Orientation）と性自認（Gender Identity）の
多様性について考える

好きになる性（Attraction）異性を好きになるか、同性・両性を好きになるか、あるいは誰にも恋愛感情
を抱かないといった性的指向は嗜好や志向とは異なる「指向」であり、本人が選択できるものではないと考
えられています。同性愛者（ゲイ＝男性同性愛者・レズビアン＝女性同性愛者）という言葉はよく聞きます
が、好きになる性は人それぞれです。
心の性（Identity）・表現する性（Expression）体の性と心の性が異なるトランスジェンダー、男でも女
でもないと自認するＸジェンダー、自身の性自認に揺れ動くクエスチョニングなど、心の性や表現する性も
多様にあります。
体の性（Sex）男女ともにからだの状態はさまざまです。性に関する体の発達は胎児期に始まり、思春期・
青年期にも二次性徴として起こり、「普通」だと固定観念で決められている男性・女性の体とは少し違った
体の発達のプロセスをふむ場合があります。１２月１７日の講座で詳しく学びましょう！！！

講座のお知らせ

12/17(火)

1/28(火)

～性の多様性を知る～

LGBT

からだの性の
さまざまな発達
[時 間]1５時半～1７時半
[場 所]バンビオ1番館6階
会議室３
[申込み] 11/1８(月)より
（託児あり）
[講 師] ヨ・ヘイルさん
（臨床心理士・公認心理師）

～ありのままに生きる
ということ～（仮題）
[時
[場

出典：Sam Killermann / Itspronouncedmetrosexual.com

間]1５時半～1７時半
所] バンビオ1番館6階
会議室3
[申込み] 12/17(火)より
（託児あり）
[講 師] いくの学園スタッフ

ジェンダーブレッドパーソン

上のイラストは「ジェンダーブレッドマンv3.3(バージョン3.3)」
アメリカのサム・キラーマン(アクティビスト・コメディアン・教育者・作家・イラストレーターなど多様
な肩書きを持つ)がホームページで紹介しているものです。子どもから大人まで良く知っているジンジャー
ブレッドクッキーを模して複雑に絡まる「多様な性」を可視化しています。

男性支援講座

2/15

(土)

男性の家庭進出が社会を救う！
～みんなが幸せになる男女共同参画とは～

[時

間]10時半～12時半

[講

師] 和田のりあきさん（マジックパパ代表・NPO法人ファザーリング・ジャパン関西賛助会員）

※

[場 所] バンビオ1番館４階 学習室１

[申込み] １/1４(火)より

講座に参加ご希望の方は男女共同参画センターまで電話・FAX・メールなどでお申込みください。詳細はチラシを。

男女共同参画センターの相談
DV相談専用番号
０７５
874 ‐7867
（月～金午前9時～午後5時）

女性の相談室 予約・問合せ番号
０７５‐９６３‐５５０２
（月～土午前9時～午後5時）

電話相談専用番号
０７５
９６３ ‐ ５５２２
（月～金午前9時～午後5時）

男性電話相談
０７５
９６３ ‐ ５５２２
（毎月第４金午後７時～午後9時）

センターNEWSき★ら★りは、すべての人が生き生きと暮らし、「き・ら・り」と輝けるよう、「き・ら・り」なヒントを発信中！

６ / ２ ７ （木） 男女共同参画週間事業
新時代の男女共同参画

事業報告

～多様な生き方ができる社会の実現に向けて～
今、なぜ男女共同参画が必要か、性別にかか
わりなく、一人ひとりが多様な生き方を選択
し、自己実現ができる社会についてお話いた
だきました。
「対話のわ」では誰もが暮らしやすいまちづ
くりについて考えました。

JUNE to OCTOBER

7 / １ ９ （金）

7 / 2 7 （土）

女性のためのがん治療と
生活支援

～オンリーワンで輝くために～
「素敵な起業のはじめかた」
「起業」するための覚悟とそのために準備す
ることを学び、参加者それぞれの起業に対す
る意識の向上に繋がり、活発な意見交流の場
となりました。

がんの現状や最新のがん治療について学び、
がんになっても主体的な生活を送るにはどうすればいいか、
生活支援のあり方を考える機会となりました。

９ / ６ （金）

あなたの再就職を応援
～自己アピールを面接に活かす～
就職活動全般への意識の持ち方を聞き、履歴
書や面接での自己アピールの仕方を具体的に
学びました。

１ ０ / 1 ９ （土）

長岡京市男女共同参画シンポジウム

＜主催＞長岡京市男女共同参画センター
＜共催＞長岡京女性スポーツ連絡会

ま ち

３歳から学ぶ自分のからだ

長岡京市男女共同参画

シンポジウム

2019

親子で参加し、3
歳から伝えたいか
らだのことや性の
話を「科学・安
全・健康」の視点
から考えました。

10/30 (水)

バンビオ 1 番 館 ３階
メインホール

しらい

あや

白井 文

さん

前 尼崎市長、三洋化成工業株式会社取締役
一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団
業務執行理事

13:00 開 場
団体活動
紹 介

13:15 オープニングプログラム

・おとくにパオ ・長岡京エンパワーネット ・長岡京女性スポーツ連絡会
・長岡京市女性の会・長岡京市生活会議 ・ムジクリ企画＆虹色でんしゃ

14:30 講 演 会

16:00 終 了

定 員 : 先着 200 人 (予約制) 手話通訳・要約筆記あり、ヒアリングループ設置スペースあり
申 込 : 9 月 30 日（月）9:00 から、電話、FAX、電子メールで男女共同参画センターまで
託 児 : 1 歳～就学前幼児

先着１０人 (要予約) 託児申込み締切 １０月２３日(水)

【お問い合せ】
長岡京市男女共同参画センター
TEL：075-963-5501
FAX：075-963-5521
E-mail ：danjo-c@city.nagaokakyo.lg.jp
[休館日]

７ / ８ （月）

性の多様性

１ ０ / 3 0 （水）

日・祝日

出前講座

★団体紹介
・おとくにパオ
・長岡京エンパワーネット
・長岡京女性スポーツ連絡会
・長岡京市女性の会
・長岡京市生活会議
・ムジクリ企画＆虹色でんしゃ
★講演会
白井 文さん
「女性の力で地域(まち)を元気に！！」
～市長を２期務めた経験から～

９ / １ ２ （木）

メディアリテラシーを考えよう

～放課後児童クラブ
指導者研修会～

～長岡京市女性の会
井戸端会議部会～

現場の指導者の方々と配慮
や対応について活発な意見交
流を行いました。

最新の情報発信ツール
の利便性と危険性につ
いて学びました。

◇編集・発行◇
長岡京市男女共同参画センター
〒617-0833
京都府長岡京市神足２丁目３番１号
長岡京市立総合交流センター６階
TEL 075-963-5501
FAX 075-963-5521
E-mail:danjo-c@city.nagaokakyo.lg.jp

◇利用のご案内◇
☆開館時間
月曜日から土曜日
午前９時から午後５時
☆休館日
日・祝日及び年末年始
☆アクセス
ＪＲ京都線長岡京駅西口から徒歩１分

西国街
道

商業棟
（バンビオ2番
館）

バ
ス
停

JＲ長岡京駅

バンビオ
広場公園
複合施設
（バンビオ1番
館）

長岡京市立総合交流センター6Ｆ
男女共同参画センター

センターNEWSき★ら★りは、すべての人が生き生きと暮らし、「き・ら・り」と輝けるよう、「き・ら・り」なヒントを発信中！

