いずみおおつ男女共同参画交流サロンだより 2022 年 8 月号

お知らせ

8/19 親子で芳香剤を作って SDGｓに貢献！
①午後 1 時～2 時 ②午後 2 時 30 分～3 時 30 分
(金) 夏の思い出に爽やかな芳香剤を作りませんか？
対象 保護者と子ども（年中 4 才～小学校 4 年生）
持ち物 不要になった瓶（高さ 10cm ほどを人数分）、保冷剤
参加費 実費 100 円
場所 にんじんサロン（テクスピア大阪 5F）
――――

定員 ①②各 5 組
申込・問合 8 月 9 日（火）午前 9 時 30 分から直接または電話でにんじんサロン（電話 21-6555）まで

9/30 笑顔が増える！子どもとの関わりかた
午前 10 時～11 時 30 分
(金)

子どもの育ちは十人十色。わが子の良さを見つめながら、笑顔で
子育てしませんか？
子どもの成長に不安がある保護者に向けて、ペアレントトレーニング
トレーナーが、親子が笑顔になれる"子どもとの関わりかた"をお伝え
します。
対象 幼児から小学生の保護者

が好きです このまちが好きです 私も

一時保育 先着 3 人（6 か月～未就学児・9 月 22 日（木）締切）
申込・問合 9 月 6 日（火）午前 9 時 30 分から直接または
電話でにんじんサロン（電話 21-6555）まで

YouTube にんじんチャンネルができました！
チャンネル登録、高評価「いいね！」よろしくね！
男女共同参画を
ゆるーく楽しく
伝えていきます
お申込が始まっています！

サロン ――――

内閣府男女共同参画局「
内閣府男女共同参画局「女性版骨太の
女性版骨太の方針 2022」
2022」が公表されました
公表されました

～人生 100 年、経済的困窮に陥らないために～
現在の
現在の状況
男女の寿命
平均寿命
女性 87.71 歳、男性 81.56 歳
90 歳時生存割合
女性 52.6％、男性 28.1％
最も死亡者数が多い年齢
女性 93 歳、男性 88 歳

場所 にんじんサロン（テクスピア大阪 5F）
定員 先着 12 人

加します

結婚、離婚、再婚件数
1970 年は結婚約
結婚約 100 万件
（内再婚約 11％）離婚約 10 万件
2020 年は結婚 約 50 万件
（内再婚約 26％）離婚約 20 万件
50 歳時点で配偶者のいない人
男女共約 30％
30％

「第 5 次男女共同参画基本計画」を着実に実行するため、
令和 4 年度及び 5 年度に重点的に取り組むべき事項を
定めました。
「女性活躍・
女性活躍・男女共同参画の
男女共同参画の重点方針 2022」
2022」の基本的考え
基本的考え方

Ⅰ 女性の
女性の経済的自立
Ⅱ 女性
女性が
が尊厳と
尊厳と誇りを持
りを持って生
って生きられる
社会の
社会の実現
Ⅲ 男性の
男性の家庭・
家庭・地域社会における
地域社会における活躍
における活躍
Ⅳ 女性
女性の
の登用目標達成（第
5 次男女共同
登用目標達成
参画基本計画の着実な実行）

需要の多い
デジタルスキル
を身に付けよう！

2020 年度家族の形態
夫婦と子ども 25.0％、
単独世帯＋
単独世帯＋ひとり親世帯
ひとり親世帯 47.0
47.0％
.0％

地域での
女性活躍の場を
創出し、人口減少
に歯止めを！

詳細はこちら

給与額男女間格差
正規雇用 50 代 平均月額給与
男性約
男性約 43 万円、
万円、女性約
女性約 30 万円

参加助成金の支給を
予定しています。
詳細はにんじんサロンまでお問合せください。
発⾏元
いずみおおつ男⼥共同参画交流サロン（にんじんサロン）
〒595-0025 大阪府泉大津市旭町 22 番 45 号テクスピア大阪 5 階
TEL0725(21)6555 FAX0725(24)9017
開館︓午前 9 時 30 分〜午後 9 時 ⽕曜⽇〜⼟曜⽇
閉館︓⽇曜⽇・⽉曜⽇及び祝⽇・年末年始

公式 LINE の
お友達登録で
最新情報を
おとどけ︕

男女間賃金格差の国際比較
（賃金：中央値）
先進国平均 88.4％、日本 77.5％
高齢者(女性)の貧困率国際比較
先進国平均 15.1％、日本 22.8％

【参考】
参考】
2022 年ジェンダーギャップ指数 146 カ国中 116 位
主要 7 カ国（G7）で最下位
最下位
※ジェンダーギャップ指数とは各国の男女格差を数値化したものです。

6/26
(日)

講座報告

イベント報告
毎年 6 月 23 日から 29 日は「男女共同参画週間」です。
また 6 月は「就職差別撤廃月間」そして、
「男女雇用機会均等月間」と定められています。
これらにちなみ、6 月 26 日（日）午後 1 時〜3 時 40 分、テクスピア大阪１階小ホールに
て、「にんじんサロンまつり＆記念講演会」を開催しました。

4/19
(火)

令和 4 年度男女共同参画キャッチフレーズ優秀賞決定！

個性診断で自分の適性を知り、仕事や趣味に活かそう！
性別や年齢、国籍、民族、宗教など様々に違いのある環境が取り巻く現代では、多様性に適応
して円滑にコミュニケーションを図る能力が必要です。他人からみた「本当の自分を理解」し、
「相手に与える印象を知る」ことで「自分らしさ」を活かしながら多様性のある社会における

募集した男女共同参画キャッチフレーズの優秀作品の応募総数は、

「無理のないコミュニケーションスタイル」を目指しました。

参加者の声

404 点（応募期間：5 月 1 日～6 月 10 日）！

・とても楽しかったです。改めて自分のことを再確認することができました。
どう強みを生かせるのか深堀りしてみたいです。又お願いします。
・自分の内面を見る事が出来て おもしろかったです。 有りがとうございます。
・個性診断を受けさせていただき 本当にありがとうございました。充実してい
ると言っていただき嬉しかったです。個性を強みに楽しく生活していきたい
と思いました。

市民の皆様、また全国の皆様から多数のご応募をいただきました。
ありがとうございました！！！
審査の結果、みごと優秀賞に輝いたのは、

「多様
多様さを
多様さを 受け入れる ゆとり すべての人
すべての人に」です。
にんじんサロンまつり＆記念講演会にて、

5/28 6/4
(土) (土)

泉大津市 南出賢一市長から優秀賞の賞状が授与されました。

第 14 回にんじんサロンまつり＆記念講演会開催！

6/11
(土)

お仕事スキルアップ講座（エクセル編）
エクセルを使った事が無い人向けに、基礎から便利な
使い方までを学びました。

第一部 にんじんサロンまつり
お仕事スキルアップ講座（ワード編）

泉大津市の男女共同参画推進の拠点施設・にんじんサ
ロンに登録している市民団体が、男女共同参画に関す

ワードの基礎から仕事に応用したい人まで、便利な使い方を学びました。

る学習の成果発表、パネル展示や、ステージ発表を行
い、会場も一体となって、楽しむことができました。

参加者の声

参加者の声
・今年は無事開催できて安心しました。パネル・作品展示・
活動発表、どれも素敵でした。
・にんじんサロンの暖かい雰囲気に包まれて、たくさんパ
ワー頂きました。ありがとうございました。
・メンバーの方たちの手作り感がある、そして、それぞれ
特徴がある掲示が素敵でした。
・にんじんサロンの活動を知ることができ良かったです。
会員の皆様が楽しんでおられる様子がわかりました。

第二部 記念講演会
「アンコンシャス・バイアスへの気
アンコンシャス・バイアスへの気づきを持
づきを持とう」
とう」
講師は、芝本 正明氏（大阪企業人権協議会サポート

7/15
(金)

・気になる部分やしっかり分かっていない部分が解決して
すごくためになった。
・子どもがいるので、なかなか一人で参加できませんが、
保育もあるので、安心して参加できてよいと思いました。
またこのような機会があれば、ぜひ参加したいです。
ありがとうございました。
・パソコンに対してとても苦手意識がありましたが、講師
の先生や職員の方がとても丁寧に教えて下さり、講習を
楽しく受けさせて頂けました。ありがとうございました。

不要になった T シャツで
布ぞうり作り

センター長）でした。

この道（ぞうり作り教室）16 年の講師の方をお呼びしま

私たちが何気なく無意識に思い込んでいること・・・特に

した。皆さんの、今まで着古した T シャツの趣味が判る、

性差による思い込みに気付かされる講演でした。

それぞれ個性豊かな草履が出来上がりました。

・家族にも話そうと思いました。
・色々な例をあげていただいたので、わかりやすかったです。
・事例を示していただいたり、時世を踏まえたお話があったりと、とても参考になった。
・知らず知らずの偏見、決めつけがある。気をつけようと心がける。
・分かりやすくお話してくださったので、自分の中にもいろんな思い込みがあることに
気づくことができました。

6/18
6/25 (土)
(土)

参加者の声

参加者の声

・先生の教え方がすばらしい！！
・楽しかったです。ありがとうございました。
・自分の使い古しの T シャツですが、思い入れがあり、エコですね！楽しかったです。

