港区立男女平等参画センター リーブラ

２０１０年４月

ＶＯＬ．１２

リーブラのマークは、「男女平等」の願いをこめた「てんびん座（リーブラ）」をモチーフにしています。

「すべての人が性別にとらわれず自分らしく豊かに生きることのできる社会の実現」のために‐‐
「女性の地位の向上と男女が平等に参画できる社会の実現」を目的にリーブラは設置されました。なん
だか難しいことをしてるんだなぁー、私には関係ないわーと思われる方がいらっしゃるかもしれません。
また、女性の地位って不平等だわー、と実感されている方もいらっしゃるでしょう。港区立男女平等参
画センターには、「自分らしく豊かに生きるため」にたくさんの団体や個人の方が訪れます。講座に参
加したり、勉強会を開いたり、趣味を通じて人生を豊かにしたり様々な活動をしています。図書の貸し
出しも行っています。また、企業や事業主の方を対象とした「男女平等参画の推進講座」も実施します。
何か新しいことにチャレンジしてみたい人、自分らしく豊かに生きるための何かを求めている人、問題
を解決したい方、ぜひリーブラにいらっしゃいませんか。
館長

横井真智子

平成22年度のリーブラ事業
平成22年度は株式会社キャリアライズが指定管理者として2年目をむかえ、結果を求められる年となりま
す。前年度の実績・反省点をふまえながら、リーブラでは引き続き区民・団体との協働・ネットワークづ
くりの推進に積極的に取り組んで参ります。またリーブラを多くの方に知っていただくため、男女平等参
画に関する「基礎講座」をはじめ、「企業向け講座」、誰でも気軽に立ち寄って話ができる場「ふらっと
リーブラ」など、在勤者やリーブラをまだご存知ない方に広く情報と場を提供し、地域に根付いた活動を
進めていきたいと思います。皆さまのご理解、ご協力をいただけますようお願いいたします。

著者自身が、著書や研究をわかりやすく解説する
講座
「著者が語る話題の本」復活第二弾！
柘植あづみさん、菅野摂子さん、石黒眞里さんが語る

２０１０年５月２５日（火）
１９：００ ～ ２１：００

いまの日本で妊娠するとはどんな経験なのか？
３７５人へのアンケートと２６人へのインタビューの結果から見えてくる女性の妊娠経験と
出生前検査の経験とは？
妊娠と出生前検査をめぐる医療や社会の課題を、妊娠をする側からの視点、女性たち
の生の声から、ていねいに描いた本書の内容を著者たちに直接聞いてみよう！
●申込み：リーブラへ電話、FAX、メール、窓口にて（先着順）
●保育：２歳から未就学児まで（無料・申し込み順）※５月１１日（火）保育申込み〆切

＜男女平等参画 関連情報＞

ＤＶ相談ナビについて
平成２２年度４月からの新しい受付時間です。

内閣府で転送サービス開始しました！

「こんなことを相談していいのかな？」迷ったらまず、
お電話ください。

内閣府が実施した2008年度の調査によると、男女とも約７０％
の人が配偶者からの暴力について相談できる窓口を「知らな
い」と回答しています。
これまで内閣府では、配偶者からの暴力に悩んでいるが、どこ
に相談したらいいか分からないという人を対象に、「全国共通相
談ダイヤル」から、自動音声により最寄りの相談窓口を案内する
電話番号案内サービスを提供しています。さらに、2010年2月22
日からは案内された相談窓口の中から希望する相談窓口に電
話を転送し、直接相談を受けることができるサービスを開始しま
した。このサービスによって、 ＤＶ相談で電話をかけた人がより
相談しやすくなりました。

より良い方向が見出せるよう、有資格のカウンセラー
が専門的見地からサポートします。

利用日

全国統一ダイヤル：０５７０－０－５５２１０

時

火

１６：００～２０：００
（受付１９：００まで）

水

１０：００～１６：００
（受付１５：００まで）

※転送は、各相談窓口の相談受付時間内に限ります。
ご利用には通話料がかかります。

１０：００～１６：００
（受付１５：００まで）
金

１８：００～２１：００
（受付２０：００まで）

総数
3,129人
総数
1,675人
総数
1,454人

間

●上記の曜日・時間のみ電話を受け付けています。
●祝日もご利用いただけます。(年末年始・臨時休館日除く)
※金曜夜間受付（１８：００～２１：００）は２０１１年
３月２５日（金）まで実施します。

＊心のサポートルーム直通＊

０３－３４５６－５７７１
内閣府 「男女間における暴力に関する調査」（2010年3月公表）

■５月抽選の利用月は、下記の通りです。
・ 男女平等推進団体
・・・ ８月
・ 男女平等参画センター一般団体 ・・・ ７月
■申し込み ・・・４月２５日（日）～３０日（金）まで
■抽選日 ・・・５月１日
■支払期限・・・５月１０日
■抽選で申込みがなかった部屋の申込み
・インターネット・・・５月３日 １２時 ～
・リーブラ窓口 ・・・５月３日 ９時 ～
・お電話
・・・５月４日 ９時 ～

●相談は無料。●相談は電話、面接どちらでも可能です。●面談
をご希望の場合には予約をお勧めします。●秘密は厳守します。

★臨時休館日★

平成 ２２年 ４月 １１日（日）
平成 ２２年 ８月

１日（日）

平成 ２２年 ８月 １５日（日）
平成 ２２年
２２年 ９月 １２日（日）
平成 ２３年 ２月

６日（日）

平成 ２３年 ２月 ２０日（日）
★年末年始休館日★
平成 ２２年 １２月 ２９日
２９日 （水）
～ 平成 ２３年 １月 ３日 （月）
場

所

港区立男女平等参画センター リーブラ

住

所

〒１０８－００２３ 港区芝浦３－１－４７

Ｔ

Ｅ

Ｌ

０３－３４５６－４１４９

Ｆ

Ａ

Ｘ

０３－３４５６－１２５４

ホーム ページ

http://www.minatolibra.jp/

施設利用時間

月 ～ 土 曜 日 ９：００～２１：３０
日
曜
日 ９：００～１７：００
＊祝日はその曜日に合わせての開館となります。

窓口受付時間

月 ～ 土 曜 日 ９：００～２０：００
日
曜
日 ９：００～１６：００

休

・年末年始（12/29～1/3）
・臨時休館日（上記のとおり）

館

日

発行日：２０１０年４月２０日

前夜祭

６月１８日（金）１８：３０～２０：３０
港区男女平等参画行動計画策定記念講演

「男女共同参画」はどこへ行く？ ～これまで と これから～

主講演

６月１９日（土）１３：３０～１５：３０

視点を変えて ～女の目線・男の目線～

【6月19日～20日 講座予定】
日程

講座名

提案団体

6/19(土）10：00～12：00

暮らしやすい港区をめざして！！
～あなたが輝き 地域が輝く～

みなと海外研修者の会
＆新日本婦人の会 港支部

6/19(土）12：00～12：45

港区男女平等アシストプラン報告会

港区

6/19(土）15：30～17：30

介護とジェンダー/セクシュアリティ
介護福祉士のお話とディスカッション

ネットワークリーブラ港区婦人団体連絡会

6/19(土）16：00～18：00

ドキュメンタリー デニムを通して見る世界
女工哀歌「エレジー」上映会

劣化ウラン廃絶みなとネットワーク

6/19(土）18：30～20：30

性の商品化とポルノグラフィー なぜ減らない? 日本

ヒューマンサービスセンター

6/20(日）10：00～12：00

宗教とジェンダー

醍醐

6/20(日）10：00～16：00

みなとの男の台所

男女平等参画推進委員会大田港支部

6/20(日）13：00～15：00

男の子育て

男女平等参画推進委員会大田港支部

6/20(日）10：00～12：00
13：00～15：00

未来のためのかんたん体操または運動

全性平等委員会

6/20（日）12：30～16：00

こころとカラダのセルフケア

ｙｏｕ☆★☆cco dance fam

6/20（日）12：30～14：00

いまさら、男女平等？人形劇で考えてみよう！

男女平等参画推進みなと

6/20(日）14：00～16：00

消費生活における男女平等

港区消費者団体連絡会

6/20(日）14：00～16：00

「イラクの現在と希望-占領下での女性・市民の生活」
フィルム上映会 ～差別にノー、男女平等にイエス～

Create Peaｃe of Puzzle

【6月1日～30日 展示予定】
6/1(火）～6/30(水）

日本の女性参政権行使から～
「女性週間（婦人週間）と女性のあゆみ」パネル展示

企画委員会

6/19(土）～6/20(日）

スタンプラリー：「男女平等あれこれ！」早わかりスタンプラリー
展示：「リーブラが男女平等社会作りの活動拠点となるためには？」

みなと２１：女の議会
リーブラ・サポータズ・クラブ
企画委員会

6/14(月）～6/20(日）

男女共同参画推進10年プランの学習と活動報告

生活福祉ネットワーク

～運営協議会委員募集！～
港区では、男女平等参画センターの適正かつ円滑な運
営を図るとともに、センター事業の企画運営に利用者
の皆さんの意向を反映させるため、運営協議会を設置
しています。新年度に入り、平成２２年４月1日から
の委員を推進団体の皆さまより募集します。リーブラ
が拠点施設として充実し、より利用者に親しまれる施
設となるよう一緒に考え、活動してみませんか。ご応
募をお待ちしています。あて先・問い合わせは下記ま
で。 ※リーブラでも申込書配布
締切：平成２２年４月２３日（金）午後５時
【あて先・問合せ】港区総務部人権・男女平等参画担当
■
〒105-8511 港区芝公園1-5-25
Tel 03-3578-2025
■Fax 03-3578-2976

～利用者交流懇談会のお知らせ～
5月14日（金）、5月15日（土）に利用者交
流懇談会を実施する予定です。前回行っ
たグループワークでは、他団体の活動内
容を知ることが出来てよかったとの感想を
多くいただきましたので、今回も交流の場
を設定したいと考えています。（内容は未
定）。22年度の事業計画などもご説明い
たしますので、ぜひご参加いただきたいた
いと思います。登録団体の皆様には別途
ご案内いたします。

『やさしい英語でフェミニズム』

吉原 令子著

結婚、仕事、教育、避妊、DVなど、さまざまな女性問題を英語で学んでみませんか？
フェミニズムを語るときによく使われる語彙や表現がまとめられています。英語を学び、
フェミニズムに関する知識も得ることができます。団体活動などの場で、女性関連の問
題を英語で発信することを考えている方にもお勧めです。

『奈津の蔵』

尾瀬 あきら著

ドラマにもなった『夏子の酒』の夏子の祖母奈津の時代のお話。主人公奈津は、昭
和３年に新潟の蔵元に嫁ぐも酒蔵は「女人禁制」。酒造りの方法も酒桶の材料も変
化していく当時の状況や、日本酒がどう作られるか、その中で女性や男性がどう生
きたか。時代状況や人間がじっくり描かれているマンガです。

『当事者主権』中西 正司 / 上野 千鶴子著
当事者とは「問題をかかえた人々」と同義ではない。ニーズ（必要）をもったとき人は誰でも当
事者になる。また、問題を生み出す社会に適応してしまってはニーズは発生しない、と本書で著
者は述べています。障害者自立生活運動を長年行ってきた中西正司氏と社会学者の上野千鶴子氏
が、障害者、女性、高齢者、子ども、不登校者、患者などの当事者による社会を変革する活動例
を紹介しながら、専門性についてあらためて問い直し、社会を組みかえる提言を行っています。

新 着 図 書 の ご 案 内
中畝忠雄・中畝治子

障害児もいるよ ひげのおばさん子育て日記

町山智浩

アメリカ人の半分はニューヨークの場所を知らない

リバーベンド

バグダッド・バーニング イラク女性の占領下日記

橋本治

これも男の生きる道

リバーベンド

バグダッド・バーニング2

白崎朝子

介護労働を生きる 公務員ヘルパーから派遣ヘルパーの22年

広瀬裕子

イギリスの性教育政策史－自由化の影と国家「介入」

中西正司/上野 千鶴子

当事者主権

金子ふみ子

金子文子わたしはわたし自身を生きる 手記・調書・歌・年譜

斎藤美奈子

本の本

朝日新聞社

キム・ソナが案内する「私の名前はキム・サムスン」

田中俊之

男性学の新展開

オノ・ヨーコ

ただの私

山根純佳

なぜ女性はケア労働をするのか―性別分業の再生産を超えて

中山千夏

幸子さんと私

うてつあきこ

つながりゆるりと―小さな居場所「サロン・ド・カフェ こもれび」の挑戦

スーザン・ジョージ

オルター・グローバリゼーション宣言 もうひとつの世界は可能だ!

伊藤雅子

女性問題学習の視点 国立市公民館の実践から

女たちの現在を問う会

５５年体制と女たち

『アムネスティ・レポート世界の人権』編集部

世界の人権

森崎和江

森崎和江コレクション-精神史の旅 3 海峡

鈴木 淳子

ジェンダーの心理学 心と行動への新しい視座

塩沢美代子

語りつぎたいこと－年少女子労働の現場から

昭和女子大学女性文化研究所

女性と仕事

浦島悦子

辺野古 海のたたかい

子どもの貧困白書編集委員会

子どもの貧困白書

マリアローザ・ダラ・コスタ

約束された発展? 国際債務政策と第三世界の女たち

黒田弘子

エスニシティ・ジェンダーからみる日本の歴史

長野ひろ子

経済と消費社会(ジェンダー史叢書 第6巻)

守如子

女はポルノを読む

辻村みよ子

ジェンダーと人権 歴史と理論から学ぶ

中村うさぎ

こんな私が大嫌！ よりみちパン!セ

折井美耶子

新婦人協会の人びと

三浦しをん

格闘する者に○

高田里惠子

男の子のための軍隊学習のススメ

松浦理英子

ナチュラル・ウーマン

関千枝子

ルポ母子家庭 「母」の老後、「子」のこれから

佐藤友哉

デンデラ

根津公子

希望は生徒

絲山秋子

ニート

坂本洋子

法に退けられる子どもたち

マリー・オディール・ジュード

おはなのすきなおおかみくん

やなぎみわ

WINDSWEPT WOMEN:老少女劇団

白石清春

おとうさんといっしょに

牧陽子

産める国フランスの子育て事情

野村育世

日本女性史２ 近世

吉原令子

やさしい英語でフェミニズム

尾瀬あきら

奈津の蔵１～６巻

アン・ローラ・ストーラー

肉体の知識と帝国の権力 人種と植民地支配における親密なるもの

ジル・ド・メストル監督

プルミエール／私たちの出産

白井千晶

子育て支援 支援と現場

鎌仲ひとみ監督

六ヶ所村ラプソディー

朝倉むつ子

比較判例ジェンダー法

ケイト・ディビス監督

ロバート・イーズ

いま、イラクを生きる

2009 アムネスティ・レポート

◆利用登録が可能な方：東京２３区在住・在勤の方（証明書が必要です）。貸出は ２週間、お一人１０冊まで貸出可能。

心理学の世界

