
事業所でご活用ください♪　  業所所所所ででででででででごごごご活活ご活ご活活活活活活用用用用くくくくだだだだだだだださださださささいいいい♪♪♪♪
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
事事業所ででご活活用くだださい♪
事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業所所所業所業所業所業所所所所所所所でででででででででででででででででごごごごごごごごごご活活活ご活ご活ご活ご活活活活活活活活活活活活活活用用用活用活用活用活用用用用用用用くくくくくくくくくくだだだだだだだだだだだだだだだだださささださださださださささささささいいいいいいいいいい♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

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
●情報誌「リズム」の送付●情報誌「リズム」の送付

〒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

2018年5月

編集・発行　宇治市男女共同参画支援センター

TEL: 0774-39-9377   FAX: 0774-39-9378
E-mail: danjokyoudou@city.uji.kyoto.jp

お問い合わせは　宇治市男女共同参画支援センター

宇治市男女共同参画支援センター　情報誌  

Vol.40

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★

講 演 会

男女共同参画週間啓発展示
共催　京都大学生存圏研究所男女共同参画推進委員会

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日曜日の午後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（ゆきち）」（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
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 男女共同参画週間  UJIのつどい

「がんばることが大事」「あきらめてはいけない」「あきらめたらおしまいだ」…
日々、当たり前のように耳にするフレーズですが、本当にそうでしょうか？
無理をせずありのままの自分を肯定し、悩むことを「あきらめた」時から人生が好
転しはじめた、という講師が、誰もが自分らしく幸せな人生を過ごしていくための

「がんばりすぎない生き方」についてお話しします。

６月 24 日（日）　13：30 ～ 15：30（受付 13：00 ～）

「がんばりすぎない」人生設計「がんばりすぎない」人生設計
  ～男女ともに素敵に生きていくためには～

①氏名②住所③連絡先（電話・メールアドレスな
ど）④保育希望者は子の名前（ふりがな）・年齢⑤手話通訳・要
約筆記希望者はその旨を記入の上、６月10日（日）まで（必着）
に、郵送・電話・ファクス・Ｅメールか直接センター窓口へ。
参加の可否については、後日はがきでお知らせします。

■申　込

■講　師    羽林  由鶴さん  （生き方カウンセラー）
■参加費　無料
■定　員　100人（多数の場合は抽選）
■保　育　2歳～小学3年生（要申込・多数の場合は抽選）
■手話通訳・要約筆記（要予約）　

はねばやし ゆ　 ず

●講師プロフィール
　恋愛カウンセラーとして出発し、テレビ出演を機に恋愛以外の人
生相談も行うようになる。現在では、カウンセリングを中心にしなが
ら、テレビ・ラジオなどでの人生相談や全国の自治体や企業での講
演活動も行っている。
　ＤＶ・離婚・体型コンプレックスを乗り越え、体重103kg、バツイ
チ、子持ちという状況で、13歳年下のパートナーと出会い結婚。自
身の経験を元に生み出した恋愛術・カウンセリングは、相談者の個
性や本来持っている“いいところ”を導き出し、様々な悩みを優しく、
そして分かりやすく解決に導き、多くの支持を得ている。

６月14日（木）～27日（水）
ゆめりあ うじ 1 階　ギャラリー ステップ ワン

男女共同参画支援センター （ゆめりあ うじ内） 会議室１

６月２3日（土）～２９日（金）は
男女共同参画週間です。

市では、地域に根ざした男女共同参画社会の形成に向けて
男女共同参画週間UJI のつどいを開催します。

大人はあきらめることで幸せにな
れる。大切なものほど、あきらめた
あとに見つかり、あきらめたあと
から人は輝きはじめる。「生き方カ
ウンセラー」として、各種メディア
で多種多様な人生相談を受ける著
者による『幸せになる人の考え方』。

羽林由鶴  著　泰文堂
『あきらめる生き方』

なぜ日本の男女平等
は進まないのか？そ
の背景には、女性の
中にある男女差別意
識があるのかもしれ
ない。『負け犬の遠吠
え』で一世を風靡し
たコラムニストが、
「女子マネ」、「お茶女
子」、「主人」等をキー
ワードに女性たちの
無意識下の差別意識
をあぶりだす20章。

酒井順子  著　集英社

波乱万丈の人生経験
を持つ、人気マンガ
家が、反抗期を迎え
た愛娘へ厳しくも温
かな語り口で伝える
アドバイスの数々。
〈ダイヤも、お寿司も、
自分で買いましょ
う〉〈王子様を待たな
いで〉など、女性が社
会的に自立すること
の大切さを訴える指
南書。

西原理恵子  著　KADOKAWA

『女の子が生きていくときに、
覚えていてほしいこと』 『男尊女子』

著者の羽林由鶴さんをお招
きして6/24（日）に「男女共
同参画週間ＵＪＩのつどい」
を開催します。詳しくは１面
をご覧ください。



男女共同参画支援センター１階ホールにある「ギャラリー ステップ ワン」は、宇治市で活躍している皆さん

による「自分らしさを表現した作品」や「誰もがいきいきと暮らせる地域づくりの情報・活動紹介」などの展

示、及び男女共同参画の推進を目指す情報発信の場です。年間を通して、オリジナリティにあふれる表現や

作品をお楽しみいただけます。

展示作品の募集は、毎年１月ごろに「市政だより」やホームページで広報しています。宇治市では、このたび、受益と負担の公平性の観点から、公共施設等の使用料の見直しを行いました。
当センターでも、下記のとおり、使用料を改定いたします。何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

※平成30年６月30日（土）までに申請し、許可を受けた場合は、改定前の使用料が適用されます。

使用時間を延長する場合は、正午から午後１時まで又

は午後５時から午後６時までの間に限り、30分を超える

ときは、次の使用料を加算します。

会議室１・・・・1,000円　　　会議室２・・・・370円

※他の使用者の使用に支障が生じない場合に限ります。

使用者が入場料その他の料金を徴収する場合及び営業

の宣伝その他の営利の目的をもって使用する場合は、会

議室使用料、附属設備使用料、延長使用料、冷暖房使用

料の合計額の２倍となります。

冷暖房を使用する場合は、会議室使用料及び延長使用

料の合計の３割に相当する額を加算します。

この言葉ってどんな意味？シ リ ー ズ

男女共同参画週間キャッチフレーズ　

内閣府は、男女共同参画社会基本法の施行日が平成11年６月23日であることを踏まえ、
毎年６月23日から29日までの１週間を「男女共同参画週間」とし、様々な取り組みを通
じ、男女共同参画社会基本法の目的や基本理念について理解を深めることを目指して
います。
その取り組みの１つとして「男女共同参画週間キャッチフレーズ」を、毎年テーマを変
え募集しています。平成30年度のテーマは「スポーツに関わるあらゆる分野での女性の
参画を推進し、様々なスポーツに男性も女性も親しみ、チャレンジし、活躍できるよう
になるためのキャッチフレーズ」で、公募した結果、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に決定しました。

第12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。

「走り出せ、性別のハードルを超えて、今」

「ギャラリー  ステップ  ワン」のご紹介「ギャラリー  ステップ  ワン」のご紹介「ギャラリー  ステップ  ワン」のご紹介

　 期　間

5/31

6/14

6/28

7/12

7/26

8/9

8/23

9/6

9/20

　　　　　 展示者

宇治市食育ネットワーク

男女共同参画課・京都大学生存圏
研究所男女共同参画推進委員会

宇治市連合喜老会俳句委員会「福寿句会」

墨友会

絵画教室いろどり

街角かがく倶楽部

Reos槇島

シャドウボックス＆水彩ハガキ絵

ヒーリングキルト コットン・ピコ

　　　　　 展示物

食育月間啓発展示

男女共同参画週間啓発展示

俳句

水墨画、彩色水墨画

絵画

分子模型

活動実績

シャドウボックス＆水彩ハガキ絵

タペストリー、バッグ、ポーチなど

～

～

～

～

～

～

～

～

～

6/13

6/27

7/11

7/25

8/8

8/22

9/5

9/19

10/3

本年度第１回展示「宇治てまりの会」さん

本年度第２回展示「松山 嘉男」さん

宇治市男女共同参画支援センター
会議室使用料改定のお知らせ

「ギャラリー ステップ ワン」の由来
性別や世代を超えたネットワークづくりを、

さらに一歩（ステップ ワン）  前進させる〈場〉に

なってほしいという願いを込めています。

改定年月日

延長使用料

冷暖房使用料

使用目的による取扱い

改定後の会議室使用料

平成30年７月１日㈰から

会議室2

会議室1

会議室2

会議室1

午　前 午　後 夜　間 午前・午後 午後・夜間 全　日

9：00～12：00

3,000円

1,120円

4,000円

1,500円

4,250円

1,620円

7,000円

2,620円

8,250円

3,120円

11,250円

4,240円

13：00～17：0018：00～22：00 9：00～17：00 13：00～22：00 9：00～22：00
区　分

会議室１
（84席）

会議室２
（24席）
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事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業所所所業所業所業所業所所所所所所所でででででででででででででででででごごごごごごごごごご活活活ご活ご活ご活ご活活活活活活活活活活活活活活用用用活用活用活用活用用用用用用用くくくくくくくくくくだだだだだだだだだだだだだだだだださささださださださださささささささいいいいいいいいいい♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

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
●情報誌「リズム」の送付●情報誌「リズム」の送付
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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★

講 演 会

男女共同参画週間啓発展示
共催　京都大学生存圏研究所男女共同参画推進委員会

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日曜日の午後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（ゆきち）」（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
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講 演 会講 演 会講 演 会講 演 会講 演 会

 男女共同参画週間  UJIのつどい

「がんばることが大事」「あきらめてはいけない」「あきらめたらおしまいだ」…
日々、当たり前のように耳にするフレーズですが、本当にそうでしょうか？
無理をせずありのままの自分を肯定し、悩むことを「あきらめた」時から人生が好
転しはじめた、という講師が、誰もが自分らしく幸せな人生を過ごしていくための

「がんばりすぎない生き方」についてお話しします。

６月 24 日（日）　13：30 ～ 15：30（受付 13：00 ～）

「がんばりすぎない」人生設計「がんばりすぎない」人生設計
  ～男女ともに素敵に生きていくためには～

①氏名②住所③連絡先（電話・メールアドレスな
ど）④保育希望者は子の名前（ふりがな）・年齢⑤手話通訳・要
約筆記希望者はその旨を記入の上、６月10日（日）まで（必着）
に、郵送・電話・ファクス・Ｅメールか直接センター窓口へ。
参加の可否については、後日はがきでお知らせします。

■申　込

■講　師    羽林  由鶴さん  （生き方カウンセラー）
■参加費　無料
■定　員　100人（多数の場合は抽選）
■保　育　2歳～小学3年生（要申込・多数の場合は抽選）
■手話通訳・要約筆記（要予約）　

はねばやし ゆ　 ず

●講師プロフィール
　恋愛カウンセラーとして出発し、テレビ出演を機に恋愛以外の人
生相談も行うようになる。現在では、カウンセリングを中心にしなが
ら、テレビ・ラジオなどでの人生相談や全国の自治体や企業での講
演活動も行っている。
　ＤＶ・離婚・体型コンプレックスを乗り越え、体重103kg、バツイ
チ、子持ちという状況で、13歳年下のパートナーと出会い結婚。自
身の経験を元に生み出した恋愛術・カウンセリングは、相談者の個
性や本来持っている“いいところ”を導き出し、様々な悩みを優しく、
そして分かりやすく解決に導き、多くの支持を得ている。

６月14日（木）～27日（水）
ゆめりあ うじ 1 階　ギャラリー ステップ ワン

男女共同参画支援センター （ゆめりあ うじ内） 会議室１

６月２3日（土）～２９日（金）は
男女共同参画週間です。

市では、地域に根ざした男女共同参画社会の形成に向けて
男女共同参画週間UJI のつどいを開催します。

大人はあきらめることで幸せにな
れる。大切なものほど、あきらめた
あとに見つかり、あきらめたあと
から人は輝きはじめる。「生き方カ
ウンセラー」として、各種メディア
で多種多様な人生相談を受ける著
者による『幸せになる人の考え方』。

羽林由鶴  著　泰文堂
『あきらめる生き方』

なぜ日本の男女平等
は進まないのか？そ
の背景には、女性の
中にある男女差別意
識があるのかもしれ
ない。『負け犬の遠吠
え』で一世を風靡し
たコラムニストが、
「女子マネ」、「お茶女
子」、「主人」等をキー
ワードに女性たちの
無意識下の差別意識
をあぶりだす20章。

酒井順子  著　集英社

波乱万丈の人生経験
を持つ、人気マンガ
家が、反抗期を迎え
た愛娘へ厳しくも温
かな語り口で伝える
アドバイスの数々。
〈ダイヤも、お寿司も、
自分で買いましょ
う〉〈王子様を待たな
いで〉など、女性が社
会的に自立すること
の大切さを訴える指
南書。

西原理恵子  著　KADOKAWA

『女の子が生きていくときに、
覚えていてほしいこと』 『男尊女子』

著者の羽林由鶴さんをお招
きして6/24（日）に「男女共
同参画週間ＵＪＩのつどい」
を開催します。詳しくは１面
をご覧ください。


