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■⽥辺市男⼥共同参画センターの概要

●設置目的

●業務　（⽥辺市男⼥共同参画センター管理及び運営要綱第2条より）
　（１）男⼥共同参画に関する情報の収集と発信等に関すること
　（２）男⼥共同参画に関する学習会、研修会等の企画、⽴案及び実施
　（３）⼥性相談業務等
　（４）男⼥共同参画に関する活動を⾏う市⺠団体の⽀援及び協⼒に関すること
　（５）センターの使用に関すること
　（６）前各号に掲げるもののほか、男⼥共同参画に関すること

●沿革
　・平成７年度 ⽥辺市⺠総合センター開館

⽣涯学習センター4階の1室に⼥性ルームを設置
　・平成８年度 ⼥性センター設置の検討
　・平成９年度 ⼥性センター設⽴に向けての事前協議、活用委員会発⾜

⼥性センター運営委員公募、運営委員会発⾜
⽥辺⼥性センター開設

　・平成14年度 運営委員会制度を廃⽌
　・平成15年度 ⽥辺⼥性センターを⽥辺市男⼥共同参画センターに名称変更

●施設について
　・⽥辺市⺠総合センター　4階  （⽥辺市⾼雄⼀丁目23番1号）
　・事務室、相談室、男⼥共同参画ルーム、サークル活動室

●利用について
　・開館時間︓午前8時30分〜午後5時15分
　・休館⽇　 ︓毎週⼟曜・⽇曜、祝⽇、年末年始

　⽥辺市男⼥共同参画センターは、男⼥共同参画社会の実現を図り、⽥辺市における総合的な施策を具体化
するとともに、男⼥共同参画に関する様々な活動と交流の拠点とすることを目的として設置する。
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令和元年度実施事業
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■講演会 ・講座等

●カジメン料理教室(男⼥共同参画推進員企画）

内容 講師 参加者数

5月25日 （日）
10︓30

〜
13︓30

パパっと包む彩りメニュー 田辺市食生活改善推進協議会
田辺支部

10名
(男性4名、⼥性6名)

●街頭啓発
男⼥共同参画週間（6/23〜6/29）にあたり街頭啓発を実施した。

内容 場所 配布数

日時

日時

500個(月)
(⾦) 啓発物品(ウェットティッシュ等)の配布 オークワ　パビリオンシティ・

JR紀伊田辺駅前

男性が家事に参画するきっかけとなり、また、家事の楽しさも味わってもらえるような料理教室を開催した。

16︓00
〜

16︓30

6月24日
6月28日
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●男⼥共同参画講演会

内容 講師 参加者数

6月30日 （日）
13︓30

〜
15︓30

頑張りすぎない人生設計
〜男⼥共に素敵に生きていくためには〜

⽻林由鶴さん
（⼼理・恋愛カウンセラー）

84名
(男性17名、⼥性67名)

●相談員養成講座（DV被害者支援の会ニュースタートとの共催）

内容 講師 参加者数

8月24日 講義とワークショップ
・相談者に寄り添う相談とは

宮本由起代さん
(ドーン財団カウンセラー/NPO法
人⼼のｻﾎﾟｰﾄ･ｽﾃｰｼｮﾝ代表理事)

21名
（男性2名、⼥性19名)

8月31日 講義とワークショップ
・どのように聴いて、何を伝えるか

増井香名子さん
(新⾒公⽴⼤学講師・

⼤阪府⽴⼤学客員研究員)

23名
（男性1名、⼥性22名)

日時

日時

10︓30
〜

15︓30

男⼥共同参画の視点に⽴って、相談を受けることの多い⽅のための基礎知識を学ぶ講座を開催した。

(土)

男⼥共同参画社会について考えるきっかけとして、誰もが楽しく素敵に生きていくために「頑張りすぎない生き⽅」についての
講演会を開催した。
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●講演（男⼥共同参画推進員企画）

内容 講師 参加者数

9月25日 （水）
13︓30

〜
15︓30

妻が認知症になって 鈴⽊信⾏さん
(市男⼥共同参画推進員）

43名
(男性15名、⼥性28名)

●街頭啓発
⼥性に対する暴⼒をなくす運動期間（11/12〜11/25）にあたり街頭啓発を実施した。

内容 場所 配布数日時

11月13日
11月15日

オークワ　パビリオンシティ・
JR紀伊田辺駅前 500個(水)

(⾦)

16︓00
〜

16︓30
啓発物品(ウェットティッシュ等)の配布

将来的な介護の課題をテーマに推進員による自身の家事への関わりについての講演会を開催した。
日時
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●⼀日⼥性電話相談

内容

11月24日 （日）
10︓00

〜
16︓00

⼀日⼥性電話相談

●おしゃべりティーサロン

内容 場所 参加者数

11月24日 （日）
10︓00

〜
16︓00

おしゃべりティーサロン 男⼥共同参画ルーム
140名

(男性17名、⼥性80名
不明3名、子40名)

●DVD鑑賞会（男⼥共同参画連絡会企画）

内容 会場 参加者数

11月24日 （日）
13︓30

〜
15︓30

妻よ薔薇のように
　　　　〜家族はつらいよⅢ〜

市⺠総合センター
「ボランティアルーム」

50名
(男性10名、⼥性40名)

●子育て支援講座

内容 会場 参加者数

11月26日 （火）
10︓00

〜
12︓00

ほん（本）のひととき　自分のための読書タ
イム たなべる 6名

（⼥性6名）

生涯学習フェスティバルのイベント企画として、お茶を飲みながら日ごろ思っていること等を気軽に語り合う場を設けた。

家族をテーマに男⼥の役割や家庭で男⼥共同参画を考えるきっかけとなるような鑑賞会を実施した。

日時

日時

日時

男⼥共同参画センター

生涯学習フェスティバルのイベント企画として、⼀日⼥性電話相談窓⼝を開設した。

日時

場所

家事や育児、仕事等でなかなか自分の時間が取れない⽅に、自分のための読書時間を楽しむ場を提供した。
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●講座（男⼥共同参画連絡会企画）

内容 講師 予定参加者数

1月19日 （日）
10︓00

〜
11︓30

教えて!⼥性分団さん
~救急⾞が来るまで私にできること~

田上享子さん
（田辺市消防団⼥性分団⻑/

連絡会運営委員）

23名
(男性6名、⼥性17名)

●再就職支援講座

内容 講師 参加者数

1月29日 7名

2月5日 6名

　　　　　地本裕子さん
（マイクロソフトオフィストレーナー/
キャリアコンサルタント）

再就職準備セミナー
もう⼀度働きたいあなたのために
〜仕事に活かすパソコン講座〜

日時
再就職を希望する⽅を対象に、仕事に活かすパソコンの基礎知識と基本操作を学ぶ講座を2日間開催した。

日時

(水)
9︓30

〜
12︓00

田辺市消防団⼥性分団結成の経緯や活動のお話しと、119番通報体験をしながら救急⾞が到着するまでの応急⼿当に
ついて学んだ。
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●ワークショップ講座（男⼥共同参画連絡会企画）

内容 ファシリテーター 参加者数

2月8日 （土）
13︓30

〜
15︓30

出会いは⼀期⼀会　あなたと私のいい関係
　　　　須本起代子さん
（連絡会会⻑/
ジェンダーブレイクあい・あい代表）

14名
(男性5名、⼥性9名)

社会で生きていく上でのストレスや悩みなどから、自分らしく人生を楽しむヒントをみつける優しいワークショップ講座を開催し
た。

日時
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■⽥辺市男⼥共同参画推進員活動

●推進員会議

日時 内容

4月15日 料理教室について（詳細検討）

6月11日 推進員企画料理教室を終えて、推進員企画講座について（内容検討）

7月8日 推進員企画講座について（詳細検討）

8月19日 推進員企画講座について（詳細検討）

10月21日 推進員企画講座を終えて

11月25日 推進員企画料理教室について（詳細検討）

1月20日 令和２年度の推進員企画講座について（テーマ等検討）

2月17日 ※開催予定

●推進員企画講座

日時 内容

5月25日 カジメン料理教室『パパっと包む彩りメニュー』

9月25日 『妻が認知症になって　〜妻が認知症になったら夫として何ができるでしょうか〜』

●その他の参加事業

日時 内容

6月28日 男⼥共同参画週間街頭啓発

6月30日 『頑張りすぎない人生設計』

11月24日 『妻よ薔薇のように』

　・月１回の定例会
　・男⼥共同参画に関する活動の企画や情報収集
　・イベント等への協⼒や地域での啓発活動

　男⼥共同参画社会の実現に向けての活動に協⼒していただけるボランティアの活動で、企画講座の開
催等を⾏っている。

 ●活動内容
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■⽥辺市男⼥共同参画連絡会活動

日時 内容

5月21日 役員会　令和元年度総会について
　　　　 　令和元年度事業計画（案）について

6月7日
総会　　 平成30年度事業報告
　　　　　 令和元年度事業計画（案）
          『連絡会役員改選・加盟団体の情報交換

6月7日 役員会　令和元年度事業計画について

●連絡会企画講座

日時 内容

11月24日 DVD鑑賞会『妻よ薔薇のように』

1月19日 『教えて︕⼥性分団さん〜救急⾞が来るまで私にできること〜』　

2月8日 ワークショップ講座『出会いは一期一会　あなたと私のいい関係』

●その他の参加事業（再掲）

日時 内容

6月24日 男⼥共同参画週間街頭啓発

6月28日 男⼥共同参画週間街頭啓発

6月30日 『頑張りすぎない人生設計』

9月25日 『妻が認知症になって　〜妻が認知症になったら夫として何ができるでしょうか〜』

　男⼥共同参画社会づくりに向けて、広く関係団体との情報・意⾒交換、その他必要な連携を図り、全
市的な取組を推進することを目的として活動している。
　（23団体が加盟）

●会議
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■⼥性電話相談事業

●相談件数（令和2年1⽉末現在）
4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 計
6 7 17 10 5 7 9 12 5 8 86

　家庭の問題、職場や地域での⼈間関係、⼼の問題など、⼥性が抱える様々な悩みについて、相談者が問
題解決に向けて⾃⼰選択、⾃⼰決定していけるよう、原則電話による⽀援を⾏っている。
　（必要に応じて、県や警察など関係機関との連携を図っている。）
　
・相談時間︓⽉〜⾦曜⽇（祝⽇を除く）　　午前9時〜正午
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■情報収集・提供事業

●蔵書数
逐次刊⾏物 ⾏政資料 ビデオ・ＤＶＤ

54種類 約200冊 67本

●インターネットによる情報発信

ホームページの内容︓⽥辺市男⼥共同参画プラン、⽥辺市男⼥共同参画センター等
　

第78号
（11/1発⾏）

第79号
（3/31発⾏予定）

・配布先　 ︓⾏政局・公⺠館等の市内公的機関、周辺町村、関係機関等

ホームページアドレス　　http://www.city.tanabe.lg.jp/danjo/index.html　
Ｅメールアドレス　　　　 danjo@city.tanabe.lg.jp

・発⾏部数︓800部／回

●センター広報紙「ゆう」

⼥性に対する暴⼒をなくす運動、貸出ＤＶＤのご案内、⼥性電話相談室から『⼥
性のための電話相談　特別開設のお知らせ』

　男⼥共同参画に関する図書・ビデオ等を収集し、利⽤者のニーズに合わせた提供を⾏っている。

令和元年度男⼥共同参画センター実施予定事業について、講座のご案内、図書
コーナーのご案内、⼥性電話相談室から『講座のご案内』

図書
527冊

第77号
（8/1発⾏）

令和元年度男⼥共同参画センター実施事業について、
⼥性電話相談室から令和元年度⼥性電話相談件数・主訴内訳等
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