
        

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                              

発行 2019 年 9 月 18 日 
特定非営利活動法人 
あおもり男女共同参画をすすめる会 
携帯電話 090-6680-1375（平日 9 時～18 時） 
ﾒｰﾙ nakama@actv.ne.jp 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://ahs.aomori.jp/susumerukai/ 
≪指定管理者事業問い合せ先≫ 
〒030－0801 青森市新町 1 丁目 3 番 7 号アウガ 5Ｆ 
青森市男女共同参画プラザ「カダール」 
TEL 017-776-8800（平日 9 時～18 時） 
FAX 017-776-8828 

子 

すべての人の自立と平等を目指して…… 

特定非営利活動法人あおもり男女共同参画をすすめる会会報☆第 33号 

「アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）」は自分でも気づいていないス

テレオタイプな考え方で、他者のとらえ方や行動を起こす際の判断などに影響

を与えると言われています。今 それを乗りこえることが、多様性と包摂性にあ

ふれた社会づくりに求められます。 

誰もが個性や能力を発揮して、いきいきと働き暮らせる青森を実現するため

に、わかりやすい具体例とともに「アンコンシャス・バイアス」を考えます。 

 

 

 

 

◆◆◆ 青森市男女共同参画推進月間オープニングイベント 記念講演 ◆◆◆ 

 

場所：青森市男女共同参画プラザ「カダール」 AV 多機能ホール 
 

1０ 月５ 日 （土） １３：００～１５：００ 

講師 パク・スックチャ さん 

いよいよ１０月です 
  男女共同参画推進月間がはじまります！ 

 

オープニングセレモニーもあります！ 
１３：００～１３：３０ 「男女共同参画都市青森宣言」～フルートの調べにのせて～ 奏者 佐々木曜子 

青森市男女共同参画推進表彰 表彰式 
 

１３：３０～１５：００ 講演 「アンコンシャス・バイアスを乗りこえる」 

 

◆10 月中はピンクリボンキャンペーンとして「大きなピンクリボンの木の展示」や「八

ッ橋保育園児の絵画展」、「100 人で作ったピンクリボンキルト展示」、「聖マリア幼稚園

児による絵画展」など 様々な取り組みをカダールインナーパークや新町アートパネル

にて開催いたします。皆さま ご協力、ご周知のほどよろしくお願い申し上げます。 

研修テーマ「弘前で上野千鶴子さんの講演を聴こう！」 
(東大名誉教授) 

会費：3500円(藍染め体験＋昼食代込み)    

➀ 弘前市内見学 川崎染工場(天然藍染め体験)、カフェ山崎(昼食)ほか 

② 上野千鶴子さん講演会       ※詳細についてはチラシをご覧ください。 

 

11 月１０日(日) 青森駅前交番付近 9 時集合 

参加者 
大募集！ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

8月 26日に、国際ソロプチミスト青森様よりご寄付をいた 

だきました。 

この寄付金は来年 3月 6日開催予定の講演会「国際女 

性デーに考える～13歳、『私』をなくした私、性暴力と生き 

ることのリアル(仮)～」のために使わせていただく予定です。 

  ご厚意に心より感謝申し上げます。 

 

 

 

日時：11月 9日(土) 場所：アピオあおもり 
  

今回、当すすめる会はパネル展示で参加します。 

ぜひ足を運んでください。 

次号からの会報発送の際、メールでの受け取りをご希望の方は、 

以下のメールアドレスまでご連絡ください。 

なお、メールでの発送の場合、会報はカラー版となります！ 

○ メールアドレス： nakama@actv.ne.jp 

○ 記入項目 ： ① 氏名  ② 希望メールアドレス  

※添付ファイルの開封が可能なもの 

『男女共同参画都市』青森宣言 
 

私は私を大切に思うのと同じ重さで 

あなたを大切に思う 

 

性別を超え 

世代を超え 

時代を超え 

人と協調し 人を信頼できる 

誇り高い人間でありたい 

 

すべての人の自立と平等をめざして 

青森は ここに｢男女共同参画都市｣を宣言します 

 

     平成 8年 10月 22日  青森市 

企画・クリエイティブ(部)会 

研修･交流部会 

 

会報をメールで受け取ることができます！ 

青森菱友会のねぶた大賞連続受賞、本当におめで

とうございます。勇壮なねぶたの前で、すすめる会

が出陣できたこと、観光客に乳がん検診の大切さを

PR できたことは、青森菱友会様に感謝でいっぱい

です。 

今年の夏は昨年に続き酷暑でした。「今年もねぶ

た出陣します」の反応は「歩けるかな。ギリギリま

で待ってもらってもいい？」「すみません。予定あ

りです」「・・・（無言）」の声続々。せめて 10 人

でも出陣できればなあといったスタートでした。し

かし 8 月 6 日が近づくにつれ、人数は集まりはじ

め、最後には 27 名になりました。ピンクリボンキ

ャンペーンは出陣したことのある皆さんがご存知の

ように、ねぶたでは跳ねません。沿道の多くの観光

客に向けて乳がん検診啓発の大切さを横断幕やのぼ

り旗で PR しながら歩きます。歩くだけなのです

が、躍動感あふれるねぶた囃子、観光客からの声援

を実感すると、「来年も頑張れれば歩くね」とリピ

ーターになってくれます。今年も出陣前の軽食は長

島の「shokudo」さんから美味しいおにぎり弁当を

取り寄せました。毎年も小学生の塩越君と堀内君コ

ンビが啓発ティッシュや PR ねぶたの鈴をそれぞれ

300 個配布してくれました。継続には実は沢山のご

協力があるからこそ、成り立っています。本当は一

人一人に丁寧にお礼の挨拶をしなくてはならないの

ですが、この紙面にてお礼に代えさせて頂きます。

また来年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 
～笑顔のために～ 

日時：10月 12日（土） 

    会場 17：00 

    開演 17：30～20：00 

場所：カダール AV多機能ホール 

■ショートムービー上映 

 「不器用なおにぎり」 

 「生きる、笑顔のために」 

 「１枚のコイン」 

■トークセッション 

 「ピンクリボン活動～私たちにできること～」 

 青森市民病院外科部長        川嶋啓明さん 

 青森ピンクリボンプロジェクト事務局   

                     片岡郁美さん 

■コンサート 

 Sinon 

ピンクリボン運動応援ソング『笑顔のために』他 

りです。」「・・・（無言）」の声続々。せめて 10 人でも出陣できればなあと

思うスタートでした。しかし 8 月 6 日が近づくにつれ、人数は集まりはじ

め、最後には 27 名になりました。ピンクリボンキャンペーンは出陣したこ

とのある皆さんがご存知のように、ねぶたでは跳ねません。沿道の多くの観

光客に向けて乳がん検診啓発の大切さを横断幕やのぼり旗で PR しながら歩

きます。歩くだけなのですが、躍動感あふれるねぶた囃子、観光客からの声

援を実感すると、「来年も頑張れれば歩くね！」とリピーターになってくれ

ます。 

今年も出陣前の軽食は長島の「shokudo」さんから美味しいおにぎり弁当

を取り寄せました。また、小学生の塩越君と堀内君コンビが啓発ティッシュ

や PR ねぶたの鈴をそれぞれ 300 個配布してくれました。継続にはたくさん

のご協力があるからこそ、成り立っています。 

本当は一人ひとりにお礼のご挨拶をしなくてはならないのですが、この紙

面にてお礼に代えさせていただきます。また来年もどうぞよろしくお願いい

たします。        (心とからだの健康を考える部会 部会長 堀内 美穂) 

 

 

 

 

特別会員 

◆横浜国立大学都市イノベーション研究院 

教授 江原 由美子 様 

◆弁護士               沼田 徹  様 

◆青森中央短期大学学長     久保 薫  様 

 

賛助会員（順不同） 

・小豆畑 緑  様   ・貝森 敦子 様 

・関 昭子 様    ・千葉 あさ 様  

・中村 富子 様   ・橋本 尚美 様   

・成田 有子 様   ・松田 惠子 様   

・松山 佳子 様   ・牧野 徹 様 

・青森中央学院大学 様 

・青森中央短期大学 様 

・ネットワーク A･L 様 

・青森オフセット印刷株式会社 様 

・青森ケーブルテレビ株式会社 様 

・青森ヒューマンシステム株式会社 様 

・株式会社 青森国際ホテル 様 

・株式会社 みちのく銀行 様 

・青森三菱自動車販売株式会社 

代表取締役 佐々木 聡 様 

・青森三菱電機機器販売株式会社 

代表取締役 林 均 様 

・株式会社 エール・キャリアスタッフ 

代表取締役 田中 正子 様 

・株式会社 協 同 様 

・株式会社 日専連ホールディングス 

代表取締役 木村 哲夫  様 

・株式会社 ファイブ・ワン 様 

・長尾印刷株式会社 様 

・日乃出タクシー株式会社 様 

・富国生命保険相互会社青森支社 様 

・不二印刷工業株式会社 様 

・みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 

青森営業所 様 

・株式会社 青森銀行 様 

・有限会社ビックジャパン カースーパー 様 

・青森県信用組合 駅前支店 様 

・青 音   白鳥るみ子 様 

・有限会社 二階堂 

代表取締役 二階 隆光 様 

◆すすめる会ホームページ http://ahs.aomori.jp/susumerukai/ 

◆すすめる会ツイッター    

   https://twitter.com/aomorisusumeru （@aomorisusumeru） 

◆Facebook(フェイスブック) 

「NPO 法人あおもり男女共同参画をすすめる会」で検索 

 

 

これまで部会で制作したピンクリボンに関するショートムービー3作を上映。 

多くのすすめる会会員の皆さんが出演しています。1作目は千田理事長と会員の

柿崎さんが主演！ 2作目は「自分らしく生きること」を大切にした私たちの仲間  

柳谷 仁美さん(享年 54歳)がモデルの作品です。3作目には会員以外の方も含

め、エキストラでおよそ 60名が参加しました。 

青森市民病院外科部長の川嶋啓明先生と、脚本を書いた放射線技師でもある

青森ピンクリボンプロジェクト事務局の片岡郁美さん 

をお迎えしてのトークセッションなどを予定しています。 

また、健康部会の皆さんのご協力で触診体験や 

展示も行います。 

10月はピンクリボン月間です。この機会に私た 

ち市民でできることを一緒に考えてみませんか？ 

ゲストに当会で制作したピンクリボン応援ソン 

グを歌う下北の歌姫 Sinon さんのコンサートもあ 

ります。是非ご参加ください！     

(部会長 千代谷 直美) 

 

「国際ソロプチミスト青森」 様 
よりご寄付をいただきました 

今年 30 周年の菱友会ねぶた『紀朝雄の一首 千方を誅す』は 2 年

連続のねぶた大賞を受賞し、制作者の竹浪比呂央さんも最優秀製作者

賞に輝きました。 

8 月 30 日(金)にホテル青森で開かれた祝賀パーティーではねぶた囃

子とともに盛り上がりました。            (長内 美子) 
↑ 菱友会の祝賀パーティーにて ねぶた師の竹浪比呂央さんと   

↑ 今年も菱友会さんのご協力のもと 8 月 6日のねぶた運

行にてピンクリボンキャンペーンの PRを行いました  

↑ 8 月 7 日の海上運行にも参加させていただきました  

Ｓｉｎｏｎさん 

令和元年 9 月 18 日現在 

会員数 「正会員」  女性 １３０名 

           男性  ４２名 

「賛助・特別会員」  ３７名 

mailto:nakama@actv.ne.jp
https://twitter.com/aomorisusumeru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

＜ 「ＳＤＧｓ
エスディージーズ

」ってなんだろう？ ＞ 

2015年、国連で全会一致で採択された 

「持続可能な開発目標」のことです。 

2030年までに全世界で達成すべき 17の 

目標のなかに⑤「ジェンダー平等」も入って 

います。 

10月  お休みさせていただきます。 

     月間事業に参加しましょう！ 

11月 9日（土） 

12：00～16：00  和室 

令和元年最後になります。 

12月～令和 2年 2月 冬休み  

じゃらんカフェ店主 藤川あきつ 

 
 

 

◆シネマ部会からのおすすめ◆ 

サッカーワールドカップ 男女の報酬格差 
7 月に開催されたサッカー女子ワールドカップは、アメリカが 4 度目の優勝を果たし大きな

注目を集めましたが、なかでも女子選手と男子選手の報酬格差が長年の問題となっています。
ニューヨークタイムズによると、2019 年の女子ワールドカップの賞金は 3000 万ドル(約 32 億
5200 万円）、一方 2018 年の男子ワールドカップの賞金は 4億ドル（約 433 億 6800 円）。女子サ
ッカー選手と支援者たちは「サッカーにおけるジェンダー平等の中でも報酬格差は大きな問題
の一つ」と訴えています。 

世界では、女の子が教育を受けるのに、男の子にはない障 

害があります。早すぎる結婚、震災、貧困、カムラリ家事使用

人（ネパールの少女強制労働）、性的虐待などなど、この映画

には途上国の女の子たちの現実と彼女たちの持つ可能性が

描かれています。 

9か国の女の子が出演、ナレーターには、メリル・ストリープ 

など豪華俳優陣が参加しています。困難に立ち向かう女の子

たちからパワーをもらいつつ、世界の女の子について考えて

みる機会になるはず。 

なお、この作品は、国際ガールズデー記念上映会として、カ 

ダールで 10月 16日に 1日 3回無料上映します。お好きな時

間にぜひご覧ください。 

 

(シネマ部会 部会長 阿部 美智子) 

 

 

「Girl Rising ～私が決める、私の未来～」 
2013 年/アメリカ/101 分 

6 月の理事会では総会の振り返りを行い、7 月に

開催した部会長・理事会議でも、次年度の総会に向

けて意見交換をしました。 

他に、部会の進捗状況の報告と確認を行い、法

人独自の活動事業と指定管理事業についても話し

合っています。10 月は株式会社 協同様のご協力

で、東奥日報にピンクリボン活動の広告も 2 回掲載

されます。ぜひ、ご覧ください。         

(理事長 千田晶子) 

 

理事会だより 

 

★青森ケーブルテレビで放送中！ 
情報番組「さんかく△すすめ隊」より抜粋 

女性の運転開始から 1年、サウジの今 
世界で唯一、女性の自動車運転が許されなかったサウジアラビアが昨年 6 月解禁に踏み切りました。当初は、自動車メーカー

が大々的に広告を出すなど注目されましたが、1 年を過ぎた今、女性ドライバーの姿はまばらです。背景には、女性が学べる教習

所が全国に 5 か所しかないこと、その費用や車の購入代金が高いことなどがあげられますが、根本的にいまだに、女性の運転に

反対する声や男性後見人制度が根強いことが要因とされます。 

   

 

 

 

7月募集しておりました日本女性会議さの(栃木県)への 

参加者が決まりました。 

花田 初枝さん 猿田 春美さん 

中﨑 良次さん、千田 晶子さん  

の 4名が参加することになりました。 

10月 25～27日の 3日間 気をつけていってらっしゃい！ 

報告会はカダールフェスタで行う予定です。     

研修･交流部会 


