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編集後記
　竹下和男さんの研修会「“弁当の日”がやってき

た」に参加したわが家の夫は、早速３人の孫たち

と一緒に台所に立ち、カレーライス作り。

　これまで料理に興味を示すことがなかった小

学４年生の孫（男の子）は、みんなが「おいしい、お

いしい」と言って、あっという間に二つの鍋が空っ

ぽになったことから、「今度、また作ろうね」とこ

とのほかうれしそうな表情。久しぶりの孫たちと

の共同作業に、「男女共同参画社会の未来を、孫た

ちと共有した気分」とは夫の弁。「できることから

一歩ずつはじめよう！」とまた一歩を踏み出した、

わが家の男女共同参画でした。（三）

　平成24年10月25日（木）に、田川市役所で平成
24年度第2回田川市男女共同参画審議会を開催
しました。
　今回の会議では、「田川市男女共同参画プラン
後期計画」の評価方法について審議しました。前
期計画の評価方法がわかりづらかったことから、
後期計画では、「誰が見てもわかりやすい評価方
法を…」という意見が出ていました。
　このことから、市職員で構成する田川市男女共
同参画推進部会、及び副市長を委員長とした部長
等で構成する田川市男女共同参画推進委員会で
検討した新たな評価方法（案）を提示したところ、

などの意見をいただき、了承を得ました。
　平成24年度以降の後期計画は、新しい方法で
評価を行うことになります。
　各課における平成24年度事業の評価を3月末
に行い、その評価について田川市男女共同参画審
議会で審議します。その結果は、「広報たがわ」及
びホームページなどに公表します。
　また、この田川市男女共同参画審議会は、傍聴
することができます。審議会の開催日程は、ホー
ムページでお知らせします。

　田川市では「田川市女性人材バンク」を設置し、市の

審議会や委員会等への女性委員の登用を積極的に進

めています。

　しかし、平成24年4月1日現在の田川市の審議会等

の女性委員登用率は、15.9％となっています。これは

福岡県下28市中27位という、大変低い状況です。

　昨年3月に策定した「田川市男女共同参画プラン後

期計画」では、平成28年度までに審議会や委員会等の

女性委員の登用率40％を目指すこととしています。

　審議会や委員会等は、市政に市民の声を反映させる

ことができる大切な機関です。

　あなたの持っている経験や知識を市政に活かして

みませんか。

【申込・問い合わせ】

　人権・同和対策課　男女共同参画推進室

　ＴＥＬ 44－2000（内線 318）

女性の視点を市政に活かそう！

田川市男女共同参画審議会を
開催しました
田川市男女共同参画審議会を
開催しました
田川市男女共同参画審議会を
開催しました

　落合恵子さんは、明治大学英米文学科卒業後、㈱文

化放送に入社、アナウンサーを経て、作家活動に入り

ました。日本で初めて、女性の側から性暴力を告発し

た小説「ザ・レイプ」は発表後、大反響を呼びました。

　家族や教育、環境などの問題を、ただ単に批判する

だけでなく、誰にとってもわかりやすく考えられる「社

会に共通な問題」にしていくことに努め、小説などの

形で表現し続けています。最近の著書に「てんつく怒

髪・・・3.11、それからの日々」などがあります。

　執筆活動のほかにも、東京と大阪に子どもの本の

専門店「クレヨンハウス」と女性の本の専門店「ミズ・

クレヨンハウス」、有機食材レストラン「HOME」を主

宰。書くだけでなく行動する作家として、たくさんのひ

とと「楽しく考える」をモットーに、子どもや女性、高齢

者たちの声をあらゆる角度から追求しています。

　人権を主軸に、男女共同参画、育児、教育、介護、食

の安全などをテーマに、積極的に講演活動を展開して

います。

◆講師紹介◆

○今回の評価方法は、前期計画の評価方法より
　わかりやすくなった
○次年度につなげようとする印象がある
○数値目標を定めることは簡単だが、数値に
　翻弄されないように

ほんろう

～女と男が共に生きる社会～」

田川市女性人材バンク登録者を募集

“ゆめっ
せ”インフォメーション

“ゆめっ
せ”インフォメーション

ぜひ、会場にお越し下さい。

あなた

◀
第
２
回
審
議
会
の
様
子
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　平成24年10月24日(水)・11月7日(水)・11月21
日(水)に、田川市民会館の調理実習室で、男性の料
理教室（全3回）を開催しました。
　開始時間が18時からということもあり、20代から
70代まで、幅広い年代の方に参加していただきまし
た。
　料理経験も、日頃からしている方、全くしたことの
ない方とさまざまでした。
　毎回16人程度の方が参加され、3回全てに参加され
た方がほとんどでした。
　メニューは、栗ご飯や秋ナスの味噌汁、いわしハン
バーグなど、3回とも旬の素材をふんだんに使った心
温まる和食メニュー。

　講師の先生から、ご飯の炊き方や卵焼きの作り方、
出汁(だし)をしっかり取ったすまし汁の作り方など、
和食の基本を丁寧に教えていただきました。なかに
は、ふりかけで和えるだけのお手軽レシピも…。
　初めは遠慮がちにされていた方も、回を重ねるごと
に手際がよくなり、3回目ともなると、あっという間に
出来上がり。各班のチームワークも良く、講師の先生も
大変驚かれていました。
　料理教室終了後のアンケートでは、「これからは家
族に手料理を振る舞いたいと思った」「妻の苦労がよ
く分かった」「またぜひ参加したい」など、さまざまな
感想をいただきました。

　平成25年1月15日（火）に、田川市民会館講堂で、ゆ
めっせ男女共同参画研修会「“弁当の日”がやってきた
～『くらしの時間を家庭に』～」を開催し、約100人の
方が参加しました。
　講師は、子どもが作る“弁当の日”を全国に提唱して
いる元香川県綾川町立綾上中学校校長の竹下和男さ
ん。
　竹下さんが提唱した、献立づくりや買い出し、調理、
片付け等の作業をすべて子ども自身が行う“弁当の
日”について、現在の食生活や家庭での家族の関わり
方などをさまざまなスライドとともに、丁寧にお話し
ていただきました。
　「親が、料理を作ることは楽しい、作った料理を子ど
もが食べて育っていくことが楽しいと思えれば、子ど
もはそれを感じ取り、生まれてきたことに価値を見出
していく。愛され、子育てを楽しんで育てられた子は、
子育てを楽しめる親になる。愛されて育った子は、
きっと素敵な大人になる。」と竹下さんは言います。
　“弁当の日”によって、子どもは自立心や社会力を身
につけるとともに、相手を思いやる気持ちを育みま
す。また親子の絆が生まれ、親自身も育てられます。
　温かく、時には厳しい口調で繰り広げられる竹下さ
んのお話に、次から次へと共感をかきたてられまし
た。
　会場内は、涙あり感動ありのステキなひと時とな
り、２時間の講演はあっという間に過ぎていきました。

●弁当を自分で作った子どもたちの素敵な顔をスライ
ドで見て、こちらも笑顔になりました。
　(60代・女性)
●子育てを楽しみたいと改めて思いました。
　(30代・男性)
●子どもが学生の時は勉強、就職すれば仕事できつ
いから、と家事をさせていません。それが親として
の優しさだと思って育ててきました。今からでは遅
いかもしれませんが、少しずつ一緒にやっていきた
いと思います。(50代・女性)
●普通の暮らしの中で、心を育てることが必要である
ことが分かりました。人のことを考える能力、思い
やる力、想像する力を伸ばすこと、実際に行ってい
きたいと思います。(40代・男性)
●勉強だけではいけない。心、人を作ることを頭にお
いて子育てを見直したいと思います。(40代・女性)
●たまに子どもにも料理の手伝いをさせることがあり
ますが、どうしても危険や手間を考え自分でやって
しまう事が多いです。これからはもっと子どもたち
と一緒に料理を行い、子どもと一緒に自分も成長し
たいと思います。(40代・男性)
●“子育てを楽しむ”“お料理を楽しむ”、今の私の生
活は楽しむということができてないような気がしま
す。まずは私自身がお料理を作ることを楽しみ、そし
て娘や息子とその楽しい時間を共有したいと思いま
した。(40代・女性)
●くらし(家庭)・あそび(地域)・まなび(学校・塾)の三
つの時間の大切さがよく分かりました。「愛された
子どもは素敵な大人になる」という言葉もずしりと
胸に響きました。人に喜んでもらえることができる
ようになると、他人の事を考えられるようになると
いうことも勉強になりました。(50代・男性)
●とても感動しました。うちの子も３歳から台所に立
たせています。続けていこうと思います。
　(30代・女性)

センター事業報告

“ゆめっせ”男性のための料理教室

　昨年12月22日に、田川市民会館講座室1で、たが
わ21女性会議教育部会主催の講演会が開催されま
した。親として、大人として、人生の先輩として、地域
の一員として、子育てをどう捉え、どう伝えるかにつ
いてお話を聞くことができました。お話のあらまし
を紹介します。

　すべての子どもは、『しあわせになるね』と生まれ
てくるんです。自立できない乳幼児期から母親はお
乳を飲ませ、オムツを替えて、たくさんの愛情を注ぎ
育てます。周りの大人たちも何らかの形でいろいろ

な思いを持っ
て、成長を喜び
見守ります。し
かし、必ずしも
うまくいかない
様子をよく目に
します。ダダを
こねて親を困

らせている子。親の言うことにことごとく反抗して
いる子。親は子育てを失敗したのかしらと自信をな
くしてしまいます。でも心配しないでください。《順調
です。》斜に構えて攻撃的な態度の少年たちにも、ど
こかかわいいところがあるんです。笑顔で話しかけ
ると、次第に答えが返ってくるようになります。《順
調です。》不良は打つ手がないなんて嘆かないでくだ
さい。「笑顔をもらった子どもは、笑顔をいっぱいあ
げる子になります」人は人の中でしか育たない』だ
からこそ生き方を教えるためにもしっかりほめ、
叱ってください。きっと笑顔を返してくれる子に育っ
ていくことでしょう。

　子どもが育っていく過程を分かりやすく楽しく教
えていただきました。私たち一人ひとりの力は小さ
いものですが、周りの仲間たちと手を取り合って子
育てをしていきたいと思いました。ほっこりとした
気持ちで家路につきました。

　（たがわ21女性会議 教育部会による報告）

講師　熊丸みつ子さん
（福岡県子育てアドバイザー）

たがわ21女性会議による教育講演会

「今を生きる子どもたちに伝えたい」
登録団体
活動報告

○第１回目：白ご飯・ささみの梅紫蘇巻き(２
種)・いんげんの胡麻よごし・かぼちゃのそぼろ
煮・秋ナスの味噌汁
○第２回目：栗ご飯・鮭の照り焼き・卵焼き(磯
風味)・もやしのふりかけ和え・豚汁
○第３回目：かしわ飯・いわしハンバーグ・大
根の銀餡かけ・すまし汁

旬の素材を使ったほっこりメニュー

『ゆめっせ男女共同参画研修会』

講演会後の参加者の声

“弁当の日”がやってきた
弁当の日って??

 竹下さんが校長だった時に提唱した、『子ども
が作る“弁当の日”』。大切なルールは「親は手
伝わないで」。
　献立づくり、買い出し、調理、弁当詰め、片付
けまで、全部やるのは子ども自身。決して弁当
に点数をつけたり、評価はしません。
　こっそり親に手伝ってもらう子がいても、そ
れでいい。全部自分で作った友達の弁当を見
るうちに、きっとその子も「次は自分で作って
みよう」と密かに決心するはずだから・・・。

ユーモア溢れる語りで、参加者をひきつけます

挙手を求められる場面も

熱心に耳を傾ける参加者

「
ま
な
び
」、「
あ
そ
び
」、「
く
ら
し
」の
時
間
に
つ
い
て

話
す
竹
下
さ
ん

講師の実演を真
剣に見つめてい

ます

おいしくできました

とら
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　平成24年10月24日(水)・11月7日(水)・11月21
日(水)に、田川市民会館の調理実習室で、男性の料
理教室（全3回）を開催しました。
　開始時間が18時からということもあり、20代から
70代まで、幅広い年代の方に参加していただきまし
た。
　料理経験も、日頃からしている方、全くしたことの
ない方とさまざまでした。
　毎回16人程度の方が参加され、3回全てに参加され
た方がほとんどでした。
　メニューは、栗ご飯や秋ナスの味噌汁、いわしハン
バーグなど、3回とも旬の素材をふんだんに使った心
温まる和食メニュー。

　講師の先生から、ご飯の炊き方や卵焼きの作り方、
出汁(だし)をしっかり取ったすまし汁の作り方など、
和食の基本を丁寧に教えていただきました。なかに
は、ふりかけで和えるだけのお手軽レシピも…。
　初めは遠慮がちにされていた方も、回を重ねるごと
に手際がよくなり、3回目ともなると、あっという間に
出来上がり。各班のチームワークも良く、講師の先生も
大変驚かれていました。
　料理教室終了後のアンケートでは、「これからは家
族に手料理を振る舞いたいと思った」「妻の苦労がよ
く分かった」「またぜひ参加したい」など、さまざまな
感想をいただきました。

　平成25年1月15日（火）に、田川市民会館講堂で、ゆ
めっせ男女共同参画研修会「“弁当の日”がやってきた
～『くらしの時間を家庭に』～」を開催し、約100人の
方が参加しました。
　講師は、子どもが作る“弁当の日”を全国に提唱して
いる元香川県綾川町立綾上中学校校長の竹下和男さ
ん。
　竹下さんが提唱した、献立づくりや買い出し、調理、
片付け等の作業をすべて子ども自身が行う“弁当の
日”について、現在の食生活や家庭での家族の関わり
方などをさまざまなスライドとともに、丁寧にお話し
ていただきました。
　「親が、料理を作ることは楽しい、作った料理を子ど
もが食べて育っていくことが楽しいと思えれば、子ど
もはそれを感じ取り、生まれてきたことに価値を見出
していく。愛され、子育てを楽しんで育てられた子は、
子育てを楽しめる親になる。愛されて育った子は、
きっと素敵な大人になる。」と竹下さんは言います。
　“弁当の日”によって、子どもは自立心や社会力を身
につけるとともに、相手を思いやる気持ちを育みま
す。また親子の絆が生まれ、親自身も育てられます。
　温かく、時には厳しい口調で繰り広げられる竹下さ
んのお話に、次から次へと共感をかきたてられまし
た。
　会場内は、涙あり感動ありのステキなひと時とな
り、２時間の講演はあっという間に過ぎていきました。

●弁当を自分で作った子どもたちの素敵な顔をスライ
ドで見て、こちらも笑顔になりました。
　(60代・女性)
●子育てを楽しみたいと改めて思いました。
　(30代・男性)
●子どもが学生の時は勉強、就職すれば仕事できつ
いから、と家事をさせていません。それが親として
の優しさだと思って育ててきました。今からでは遅
いかもしれませんが、少しずつ一緒にやっていきた
いと思います。(50代・女性)
●普通の暮らしの中で、心を育てることが必要である
ことが分かりました。人のことを考える能力、思い
やる力、想像する力を伸ばすこと、実際に行ってい
きたいと思います。(40代・男性)
●勉強だけではいけない。心、人を作ることを頭にお
いて子育てを見直したいと思います。(40代・女性)
●たまに子どもにも料理の手伝いをさせることがあり
ますが、どうしても危険や手間を考え自分でやって
しまう事が多いです。これからはもっと子どもたち
と一緒に料理を行い、子どもと一緒に自分も成長し
たいと思います。(40代・男性)
●“子育てを楽しむ”“お料理を楽しむ”、今の私の生
活は楽しむということができてないような気がしま
す。まずは私自身がお料理を作ることを楽しみ、そし
て娘や息子とその楽しい時間を共有したいと思いま
した。(40代・女性)
●くらし(家庭)・あそび(地域)・まなび(学校・塾)の三
つの時間の大切さがよく分かりました。「愛された
子どもは素敵な大人になる」という言葉もずしりと
胸に響きました。人に喜んでもらえることができる
ようになると、他人の事を考えられるようになると
いうことも勉強になりました。(50代・男性)
●とても感動しました。うちの子も３歳から台所に立
たせています。続けていこうと思います。
　(30代・女性)

センター事業報告

“ゆめっせ”男性のための料理教室

　昨年12月22日に、田川市民会館講座室1で、たが
わ21女性会議教育部会主催の講演会が開催されま
した。親として、大人として、人生の先輩として、地域
の一員として、子育てをどう捉え、どう伝えるかにつ
いてお話を聞くことができました。お話のあらまし
を紹介します。

　すべての子どもは、『しあわせになるね』と生まれ
てくるんです。自立できない乳幼児期から母親はお
乳を飲ませ、オムツを替えて、たくさんの愛情を注ぎ
育てます。周りの大人たちも何らかの形でいろいろ

な思いを持っ
て、成長を喜び
見守ります。し
かし、必ずしも
うまくいかない
様子をよく目に
します。ダダを
こねて親を困

らせている子。親の言うことにことごとく反抗して
いる子。親は子育てを失敗したのかしらと自信をな
くしてしまいます。でも心配しないでください。《順調
です。》斜に構えて攻撃的な態度の少年たちにも、ど
こかかわいいところがあるんです。笑顔で話しかけ
ると、次第に答えが返ってくるようになります。《順
調です。》不良は打つ手がないなんて嘆かないでくだ
さい。「笑顔をもらった子どもは、笑顔をいっぱいあ
げる子になります」人は人の中でしか育たない』だ
からこそ生き方を教えるためにもしっかりほめ、
叱ってください。きっと笑顔を返してくれる子に育っ
ていくことでしょう。

　子どもが育っていく過程を分かりやすく楽しく教
えていただきました。私たち一人ひとりの力は小さ
いものですが、周りの仲間たちと手を取り合って子
育てをしていきたいと思いました。ほっこりとした
気持ちで家路につきました。

　（たがわ21女性会議 教育部会による報告）

講師　熊丸みつ子さん
（福岡県子育てアドバイザー）

たがわ21女性会議による教育講演会

「今を生きる子どもたちに伝えたい」
登録団体
活動報告

○第１回目：白ご飯・ささみの梅紫蘇巻き(２
種)・いんげんの胡麻よごし・かぼちゃのそぼろ
煮・秋ナスの味噌汁
○第２回目：栗ご飯・鮭の照り焼き・卵焼き(磯
風味)・もやしのふりかけ和え・豚汁
○第３回目：かしわ飯・いわしハンバーグ・大
根の銀餡かけ・すまし汁

旬の素材を使ったほっこりメニュー

『ゆめっせ男女共同参画研修会』

講演会後の参加者の声

“弁当の日”がやってきた
弁当の日って??

 竹下さんが校長だった時に提唱した、『子ども
が作る“弁当の日”』。大切なルールは「親は手
伝わないで」。
　献立づくり、買い出し、調理、弁当詰め、片付
けまで、全部やるのは子ども自身。決して弁当
に点数をつけたり、評価はしません。
　こっそり親に手伝ってもらう子がいても、そ
れでいい。全部自分で作った友達の弁当を見
るうちに、きっとその子も「次は自分で作って
みよう」と密かに決心するはずだから・・・。

ユーモア溢れる語りで、参加者をひきつけます

挙手を求められる場面も

熱心に耳を傾ける参加者

「
ま
な
び
」、「
あ
そ
び
」、「
く
ら
し
」の
時
間
に
つ
い
て

話
す
竹
下
さ
ん

講師の実演を真
剣に見つめてい

ます

おいしくできました

とら
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問い合わせ　田川市男女共同参画センター
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作家・東京家政大学
　　　人間文化研究所特任教授

6月15日（土）
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編集後記
　竹下和男さんの研修会「“弁当の日”がやってき

た」に参加したわが家の夫は、早速３人の孫たち

と一緒に台所に立ち、カレーライス作り。

　これまで料理に興味を示すことがなかった小

学４年生の孫（男の子）は、みんなが「おいしい、お

いしい」と言って、あっという間に二つの鍋が空っ

ぽになったことから、「今度、また作ろうね」とこ

とのほかうれしそうな表情。久しぶりの孫たちと

の共同作業に、「男女共同参画社会の未来を、孫た

ちと共有した気分」とは夫の弁。「できることから

一歩ずつはじめよう！」とまた一歩を踏み出した、

わが家の男女共同参画でした。（三）

　平成24年10月25日（木）に、田川市役所で平成
24年度第2回田川市男女共同参画審議会を開催
しました。
　今回の会議では、「田川市男女共同参画プラン
後期計画」の評価方法について審議しました。前
期計画の評価方法がわかりづらかったことから、
後期計画では、「誰が見てもわかりやすい評価方
法を…」という意見が出ていました。
　このことから、市職員で構成する田川市男女共
同参画推進部会、及び副市長を委員長とした部長
等で構成する田川市男女共同参画推進委員会で
検討した新たな評価方法（案）を提示したところ、

などの意見をいただき、了承を得ました。
　平成24年度以降の後期計画は、新しい方法で
評価を行うことになります。
　各課における平成24年度事業の評価を3月末
に行い、その評価について田川市男女共同参画審
議会で審議します。その結果は、「広報たがわ」及
びホームページなどに公表します。
　また、この田川市男女共同参画審議会は、傍聴
することができます。審議会の開催日程は、ホー
ムページでお知らせします。

　田川市では「田川市女性人材バンク」を設置し、市の

審議会や委員会等への女性委員の登用を積極的に進

めています。

　しかし、平成24年4月1日現在の田川市の審議会等

の女性委員登用率は、15.9％となっています。これは

福岡県下28市中27位という、大変低い状況です。

　昨年3月に策定した「田川市男女共同参画プラン後

期計画」では、平成28年度までに審議会や委員会等の

女性委員の登用率40％を目指すこととしています。

　審議会や委員会等は、市政に市民の声を反映させる

ことができる大切な機関です。

　あなたの持っている経験や知識を市政に活かして

みませんか。

【申込・問い合わせ】

　人権・同和対策課　男女共同参画推進室

　ＴＥＬ 44－2000（内線 318）

女性の視点を市政に活かそう！

田川市男女共同参画審議会を
開催しました
田川市男女共同参画審議会を
開催しました
田川市男女共同参画審議会を
開催しました

　落合恵子さんは、明治大学英米文学科卒業後、㈱文

化放送に入社、アナウンサーを経て、作家活動に入り

ました。日本で初めて、女性の側から性暴力を告発し

た小説「ザ・レイプ」は発表後、大反響を呼びました。

　家族や教育、環境などの問題を、ただ単に批判する

だけでなく、誰にとってもわかりやすく考えられる「社

会に共通な問題」にしていくことに努め、小説などの

形で表現し続けています。最近の著書に「てんつく怒

髪・・・3.11、それからの日々」などがあります。

　執筆活動のほかにも、東京と大阪に子どもの本の

専門店「クレヨンハウス」と女性の本の専門店「ミズ・

クレヨンハウス」、有機食材レストラン「HOME」を主

宰。書くだけでなく行動する作家として、たくさんのひ

とと「楽しく考える」をモットーに、子どもや女性、高齢

者たちの声をあらゆる角度から追求しています。

　人権を主軸に、男女共同参画、育児、教育、介護、食

の安全などをテーマに、積極的に講演活動を展開して

います。

◆講師紹介◆

○今回の評価方法は、前期計画の評価方法より
　わかりやすくなった
○次年度につなげようとする印象がある
○数値目標を定めることは簡単だが、数値に
　翻弄されないように

ほんろう

～女と男が共に生きる社会～」

田川市女性人材バンク登録者を募集

“ゆめっ
せ”インフォメーション

“ゆめっ
せ”インフォメーション

ぜひ、会場にお越し下さい。

あなた

◀
第
２
回
審
議
会
の
様
子
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