
事業所でご活用ください♪　  

男女共同参画支援センター情報誌「リズム」を希望する事業所
に送付します。「リズム」は宇治市ホームページからもダウンロー
ドできますのでご活用ください。

●情報誌「リズム」の送付

　フランスの片田舎で小さなレストランを営んでいたオルタンス・ラ
ボリは、ある日突然ミッテラン大統領の専属料理人に抜擢される。大
統領官邸史上初の女性料理人として周囲の男たちの嫉妬や専横に遭
いながらも、給仕長や助手の協力の下、素朴な家庭料理をこよなく愛
する大統領から厚い信頼を得るようになる。しかし、大統領の健康管
理や経費削減により、自由に料理を作れなくなったオルタンスは心身
ともに疲れ果て、専属料理人を２年で辞職する。その後、南極のフラ
ンス観測基地で料理人となるが…。　　　　2012年/フランス/95分
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人 権 講 座

（午後１時開場）

３月８日は
国際女性デーです。

映画を通じて、女性の生き方や
人権について身近な視点で

考えてみませんか？

クリスチャン・ヴァンサン監督作品

申込方法
①セミナー名　②氏名（ふりがな） 　③住所 　④連絡先（電話番号・メールアドレスなど）　⑤保育希
望の場合はお子さんの名前（ふりがな）と年齢　⑥映画上映会は申し込み人数を電話・郵送・ＦＡＸ・
Ｅメールまたは直接、　男女共同参画支援センター  〒611-0021 宇治市宇治里尻５－９ゆめりあ うじ内　
    TEL 0774-39-9377　FAX 0774-39-9378 　E メール danjokyoudou@city.uji .kyoto.jp　へ

事業所でご活用ください♪　  
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■入場料：無料
■申　込：下欄に記載の申込方法をご覧ください
■定　員：200人（要申し込み・多数の場合抽選）
■保　育：０歳～小学４年生（要申し込み）　
■締　切：２月24日（日）

３月３日(日)午後１時半～３時半

宇治市生涯学習センター １階第１ホール

国際女性デー 映画上映会 「大統領の料理人」
※

1908年3月8日にニューヨークで女性労働者が参政権と労働条件
改善を求めて行ったデモを記念して、3月8日を「国際女性デー」とす
ることが提唱され、1975年には国連においても「国際女性デー」と
して定められました。以来、世界各地で女性の人権問題に関する取
組が行われています。

あ ら す じ

※国際女性デー

と　き

ところ

3 階情報ライブラリーおすすめ図書　
●図書貸出しはお一人 3 冊 2 週間までです。貸出カードをおつくりします。

おすすめ★

心療内科医の筆者の
もとを訪れる、居場
所を失った男たち。
それなりに充実した
毎日を送ってきた彼
らを苦しめる「アイ
デンティティーの危
機」。誰もが傷ついて
いる世の中で、回復
力を身につけ、スト
レスに強い自分にな
るための方法。

さまざまなデータや
諸外国との比較など
を通し、これからの日
本で女性が社会でど
う働き、どう生きてい
くべきかを考えさせ
る。日本の『会社』につ
いても触れ、女性だけ
でなく男性読者にも
参考になる。ＳＮＳ上
で「専業主婦論争」に
火をつけた話題の書。

多様化・複雑化が進
む一方で、公の場で積
極的な意見交換がな
されないまま、タブー
視され、孤立するそれ
ぞれの「性」の問題。そ
の一つひとつを検証
しながら、私たちが今
後どう在りたいかを
議論していく、実践的
で新しい「大人の性教
育」を考える一冊。

宇治市男女共同参画支援センター　ご案内宇治市男女共同参画支援センター　ご案内
宇治市男女共同参画支援センターは、男女共同参画に関する施策の実施や、市民の皆さんによる
男女共同参画の推進に関する取り組みを支援する施設です。詳しくはセンターまで。

●会議室（４階）を利用する
会議室1（84席）、会議室2（24席）を学習会、セ
ミナーなどの会場として利用できます（有料）。

● アドバイザー派遣を利用する
「男女共同参画」や「女性問題」に関する研

修会や学習会等に講師として、女性問題ア
ドバイザーを派遣します。費用は無料です
が、会場は申込者でご用意ください。

●活動スペース（３階）を利用する
個人やグループで自由に利用いただける
スペースです。ミーティングや打ち合わせ
などにご利用ください。

●印刷室（１階）を利用する
市民活動のための資料や会報づくりに印
刷機を利用できます（有料）。用紙は各自で
ご用意ください。

● 無料相談を利用する
◇男性のための電話相談（予約不要／39-9377）

男性が抱える悩みの相談に、男性の相談員が電話で
応じます。
毎月第３金曜日　午後６時～８時

◇女性のための相談（予約制／予約電話39-9379）
女性が抱えているさまざまな悩みの相談に、女性の相
談員が応じます。保育あり。
一般相談…毎週火・木曜日、毎月第２日曜日　
午後１時半～４時半、第３火曜日は午前10時半～
午後０時半も相談できます
専門相談…一般相談後、必要に応じておつなぎします。
フェミニスト・カウンセリング／法律相談／こころとか
らだの相談

◇ここからチャレンジ相談（予約制／予約電話39-9377）
さまざまな分野でチャレンジしようとしている女性を
支援し、実践に役立つアドバイスをします。保育あり。
原則第２・４金曜日　午後１時～７時

◇起業カフェ　y u k i c h i（予約不要）
起業にまつわる情報収集や交流ができる会を定期的
に実施しています。
原則奇数月の第４金曜日　午後５時半～６時50分

海原純子  著　朝日新聞出版
『男はなぜこんなに苦しいのか』

橘玲  著  マガジンハウス坂爪真吾・藤見里紗  著　光文社

『誰も教えてくれない
大人の性の作法（メソッド）』 『専業主婦は２億円損をする』



この言葉ってどんな意味？シ リ ー ズ

「女性の健康週間」　　

　健康寿命と平均寿命の差が女性の方が長いこと、また、妊娠中の喫煙が自分自身の健
康被害と共に、胎児に対する「受動喫煙」による健康被害が明らかにされていること、さ
らに子宮頸がんや乳がんの予防や早期発見が重要であることなど、女性には特有の健
康問題があります。そこで女性の健康に関する知識の向上と、女性を取り巻く健康課題
に対する社会的関心の喚起を図り、女性が生涯を通じて健康で明るく、充実した日々を
自立して過ごすことを総合的に支援するために設けられました。期間は毎年３月１日
から８日までとなっています。この週間において、国、地方公共団体、関係団体の協力の
下に、女性の健康づくりに関する正しい知識の普及を図るため、各種行事等が全国的に
実施されています。

第13回

宇治市宣伝大使
ちはや姫

男女共同参画に関する言葉やことがらをシリーズで解説します。

　我が国の自殺者数は平成 10 年以降、３万人を超える状態が続いていましたが、平成 24 年に 15 年
ぶりに３万人を下回りました。その後減少し、平成 30 年は 20,598 人（速

報値）でした。例年、年度末の３月に自殺者が増加することから、
国は３月を「自殺対策強化月間」と定めています。

自殺者の７割が男性です。男性は「泣いてはいけない、弱音をは
いてはいけない、強くなければいけない」といった “男らしさ”
の呪縛によって、悩みを相談できず、ストレスをため込む人が多

いからではないかとも言われています。
　男女共同参画支援センターでは、「男性のための電話相談」を実施

しています。
　また、自殺対策強化月間関連事業として「生き方セミナー」を開催します。

女 性 の 健 康 週 間 事 業

　「女性のがん」というと、乳がんや子宮がんを思い浮かべやすいですが、国立がん
研究センターによると、女性のがんの中で大腸がんは死亡数が最も多く（2017年）、罹
患数も乳がんに次いで２位（2014年）という、女性にとって身近ながんになっています。
　腸活（腸内環境を整え、腸本来の働きを良好な状態にすること）を通して、自分の
こころとからだに向き合い、ライフスタイルなどの改善方法を見つけてみませんか。
椅子に座ってできるエクササイズも交えて楽しく学べるセミナーです。

■と　き…３月６日（水）
　　　　　午後１時半～３時半
■ところ…宇治市男女共同参画支援センター  会議室１
■定　員…50人（多数の場合抽選）
■講　師…かたおか　のぶえさん（腸もみセラピー講師）
■参加費…無料　■持ち物…筆記用具

■保　育…０歳６カ月～就学前
　　　　　（要申し込み・多数の場合抽選）
■締　切…２月28日（木）
■申　込…１面下欄に記載の申込方法を
　　　　　ご覧ください。

～タイプを知って、エクササイズ～自分でできる腸活！女性の健康
支援セミナー

　夫婦のこと、仕事のこと、生活のこと、からだのことなど、ひとりで悩まず、
気軽にご相談ください。

■相談日時………毎月第３金曜日
　　　　　　　　（※祝日のときは第２金曜日）

　　　　　　　　午後６時～午後８時（受付は午後７時半まで）

■相談電話番号…0774－39－9377
　　　　　　　　予約は不要です。直接お電話ください。

■と 　 き…３月２日（土）
　　　　　　午前９時半～ 12時半
■と こ ろ…宇治市男女共同参画支援センター
■相談時間…一人50分
■定　　員…女性３人（多数の場合は、相談日を
　　　　　　後日に設定します。）
■費　　用…無料

■保　　育…０歳６カ月～小学３年生
　　　　　　2月24日（日）までにお申し込み
　　　　　　ください。
■予約方法…午前８時半～午後５時（月曜日、
　　　　　　祝日を除く）に、電話で予約して
　　　　　　ください。

☎３９-９３７９

女性の精神科医が、あなたのこころや
からだの悩みの相談にあたります。

男性の相談員が、あなたの抱える
さまざまな悩みをお聴きします。

こころと
からだの相談

３月は自殺対策強化月間です

　仕事や人間関係などでストレスをためていませんか。知らないうちに、あなたの心は折れそうになっ
ているかもしれません。
　若い世代の自殺とその７割を占める男性の生きづらさをテーマに、講師がストレスとうまく付き合
う秘訣をお話しします。

■と　き…３月24日（日） 
　　　　　午後１時半～３時半
■ところ…宇治市男女共同参画支援センター  会議室１
■定　員…50人（多数の場合抽選）
■講　師…福江　敬介 さん
　　　　　（精神保健福祉士・シニア産業カウンセラー）

■参加費…無料
■保　育…０歳６カ月～小学３年生
　　　　　（要申し込み・多数の場合抽選）
■締　切…３月17日（日）
■申　込…１面下欄に記載の申込方法
　　　　　をご覧ください。

ストレスとうまく付き合う方法

３/１～８は女性の健康週間です

男性のための
電話相談

生き方
セミナー
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ンス観測基地で料理人となるが…。　　　　2012年/フランス/95分

〒611-0021　宇治市宇治里尻5-9  JR宇治駅前 ゆめりあ うじ内
TEL: 0774-39-9377   FAX: 0774-39-9378　E-mail: danjokyoudou@city.uji.kyoto.jp

◆『リズム』は、古紙を配合した再生紙を使用しています◆
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楽 し く 学 ぶ
人 権 講 座

（午後１時開場）

３月８日は
国際女性デーです。

映画を通じて、女性の生き方や
人権について身近な視点で

考えてみませんか？

クリスチャン・ヴァンサン監督作品

申込方法
①セミナー名　②氏名（ふりがな） 　③住所 　④連絡先（電話番号・メールアドレスなど）　⑤保育希
望の場合はお子さんの名前（ふりがな）と年齢　⑥映画上映会は申し込み人数を電話・郵送・ＦＡＸ・
Ｅメールまたは直接、　男女共同参画支援センター  〒611-0021 宇治市宇治里尻５－９ゆめりあ うじ内　
    TEL 0774-39-9377　FAX 0774-39-9378 　E メール danjokyoudou@city.uji .kyoto.jp　へ

事業所でご活用ください♪　  
事業所でご活用ください♪　  

■入場料：無料
■申　込：下欄に記載の申込方法をご覧ください
■定　員：200人（要申し込み・多数の場合抽選）
■保　育：０歳～小学４年生（要申し込み）　
■締　切：２月24日（日）

３月３日(日)午後１時半～３時半

宇治市生涯学習センター １階第１ホール

国際女性デー 映画上映会 「大統領の料理人」
※

1908年3月8日にニューヨークで女性労働者が参政権と労働条件
改善を求めて行ったデモを記念して、3月8日を「国際女性デー」とす
ることが提唱され、1975年には国連においても「国際女性デー」と
して定められました。以来、世界各地で女性の人権問題に関する取
組が行われています。

あ ら す じ

※国際女性デー

と　き

ところ

3 階情報ライブラリーおすすめ図書　
●図書貸出しはお一人 3 冊 2 週間までです。貸出カードをおつくりします。

おすすめ★

心療内科医の筆者の
もとを訪れる、居場
所を失った男たち。
それなりに充実した
毎日を送ってきた彼
らを苦しめる「アイ
デンティティーの危
機」。誰もが傷ついて
いる世の中で、回復
力を身につけ、スト
レスに強い自分にな
るための方法。

さまざまなデータや
諸外国との比較など
を通し、これからの日
本で女性が社会でど
う働き、どう生きてい
くべきかを考えさせ
る。日本の『会社』につ
いても触れ、女性だけ
でなく男性読者にも
参考になる。ＳＮＳ上
で「専業主婦論争」に
火をつけた話題の書。

多様化・複雑化が進
む一方で、公の場で積
極的な意見交換がな
されないまま、タブー
視され、孤立するそれ
ぞれの「性」の問題。そ
の一つひとつを検証
しながら、私たちが今
後どう在りたいかを
議論していく、実践的
で新しい「大人の性教
育」を考える一冊。

宇治市男女共同参画支援センター　ご案内宇治市男女共同参画支援センター　ご案内
宇治市男女共同参画支援センターは、男女共同参画に関する施策の実施や、市民の皆さんによる
男女共同参画の推進に関する取り組みを支援する施設です。詳しくはセンターまで。

●会議室（４階）を利用する
会議室1（84席）、会議室2（24席）を学習会、セ
ミナーなどの会場として利用できます（有料）。

● アドバイザー派遣を利用する
「男女共同参画」や「女性問題」に関する研

修会や学習会等に講師として、女性問題ア
ドバイザーを派遣します。費用は無料です
が、会場は申込者でご用意ください。

●活動スペース（３階）を利用する
個人やグループで自由に利用いただける
スペースです。ミーティングや打ち合わせ
などにご利用ください。

●印刷室（１階）を利用する
市民活動のための資料や会報づくりに印
刷機を利用できます（有料）。用紙は各自で
ご用意ください。

● 無料相談を利用する
◇男性のための電話相談（予約不要／39-9377）

男性が抱える悩みの相談に、男性の相談員が電話で
応じます。
毎月第３金曜日　午後６時～８時

◇女性のための相談（予約制／予約電話39-9379）
女性が抱えているさまざまな悩みの相談に、女性の相
談員が応じます。保育あり。
一般相談…毎週火・木曜日、毎月第２日曜日　
午後１時半～４時半、第３火曜日は午前10時半～
午後０時半も相談できます
専門相談…一般相談後、必要に応じておつなぎします。
フェミニスト・カウンセリング／法律相談／こころとか
らだの相談

◇ここからチャレンジ相談（予約制／予約電話39-9377）
さまざまな分野でチャレンジしようとしている女性を
支援し、実践に役立つアドバイスをします。保育あり。
原則第２・４金曜日　午後１時～７時

◇起業カフェ　y u k i c h i（予約不要）
起業にまつわる情報収集や交流ができる会を定期的
に実施しています。
原則奇数月の第４金曜日　午後５時半～６時50分

海原純子  著　朝日新聞出版
『男はなぜこんなに苦しいのか』

橘玲  著  マガジンハウス坂爪真吾・藤見里紗  著　光文社

『誰も教えてくれない
大人の性の作法（メソッド）』 『専業主婦は２億円損をする』


