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八尾市男女共同参画センター

今 月 号 の講 座 案 内

受講料無料

1 月１９日（金）
「心が伝わる声の使い方」
≪詳しくは２面をご覧ください。≫

＊すみれの年末年始の休所日

12 月 29 日(金)から 1 月 3 日（水）

日本人の平均寿命は年々伸びており、厚生労働省によると、平成 28 年には、女性の平均寿命が 87.14
歳、男性が 80.98 歳となりました。健康に生活できる期間である健康寿命と平均寿命には、約 10 年程度
の差があり、ただ長生きするだけでなく、いかに健康寿命を伸ばすかが重要です。
性ホルモンの働きは女性と男性で大きく異っており、特に女性の健康に対して大きな影響を与えてい
ます。女性の生涯には、女性ホルモンの増減に伴い、「思春期」「成熟期」「更年期」「老年期」の４つの
ライフステージがあり、各ステージには、それぞれ重要な健康課題があります。
「思春期」は女性ホルモンの分泌がはじまる 10 歳ごろから
初経を迎え、身体の基盤が完成する大切な時期です。体重の
増加や丸みを帯びた体つきに変わっていく時期ですが、ダイ
エットなどによる月経トラブル、望まない妊娠などの課題が
あります。
「成熟期」は 20 歳から 45 歳頃で、女性ホルモンのサイク
ルが充実して、妊娠・出産に適した時期である一方、仕事と
家庭の両立を頑張りすぎて、身体のケアが後回しになりがちな時期でもあり、子宮、卵巣、乳房のトラ
ブルや不妊などの課題があります。
閉経をはさんだ前後 10 年間が「更年期」で、女性の身体を守る背景になっている女性ホルモンが減少
し、身体や心に影響をうけ、更年期症状や高脂血症、メタボリックシンドローム、骨粗しょう症の早期
発見などの課題があります。50 代後半からは少しずつ「老年期」に移行し、認知症やロコモティブシン
ドローム（※）などに注意が必要となったり、人や道具などの助けを上手に借りることが課題となりま
す。※ロコモティブシンドローム（運動器症候群）とは骨や関節、筋肉など運動器の衰えが原因で、「立つ」
「歩く」といった機能が低下している状態をいいます。

人生後半をいかに健康に過ごすかは、元気なときからの予防に
かかっており、健康寿命を延ばすためには、ライフステージごとの
健康課題と、自分の身体の声に耳を傾け、問題となりそうな生活習慣
があれば今のうちに改善し、いつまでも心と身体を健康に保つための
生活を心がけましょう。

※各講座に一時保育あり。
（一時保育の申し込みについては、各講座開催日の
１０日前まで。[休所日の場合は、直前の開館日まで。]）

定 員：各 5 人（申込順）

【講座実施場所】八尾市男女共同参画センター「すみれ」

（生後 3 か月～小学 4 年生まで）

【申込み・問合せ】TEL ０７２-９２３-４９４０
＊申込開始は、12 月 1 日（金）～

保育料：1 人目 500 円、2 人目 250 円、
3 人目～無料

1 月 19 日 金曜日
10：00～11：30

心が伝わる声の使い方講座

朗読を取り入れたボイストレーニングで、感情を豊かに伝える声
の使い方について学びます。
はしば

ゆ み こ

●講 師 ： 橋場 由見子さん

（ＨＹ教育エンタープライズ代表）

●対 象 ： 八尾市在住・在勤・在学の方

講座報告

●定 員 : 20 人 （申込順）

八尾の輝く女性活躍推進プロジェクト 2017

ワタシらしく輝くワークショップフェスタ
～大人も子どもも、スマイル＆リフレッシュ～

日時：平成 29 年 11 月９日（木）10：30～12：30
開場：八尾市生涯学習センター「かがやき」大研修室
地域活動や職場などで活躍する女性を育成・支援する
『八尾の輝く女性活躍推進プロジェクト』の STEP３とし
て、ワークショップフェスタを開催し、67 名の方にご参
加いただきました。
ワークショップフェスタでは、地域における女性リーダー養成講座
を受講された７組の方が、８つの参加体験型のブースを展開しました。
小さなお子さん連れの親子や中高年層の女性同士で参加されるなど、たくさんの方にお越しいた
だき、会場内は大賑わいでした。
参加者の方々は、親子で一緒におもちゃやブックカバーを作ったり、ふれ
あい遊びコーナーで楽しんだり、また、友人と自己肯定感を上げるヒントを
学んだり、パステルアートや色診断、合気道を体験してみるなど、それぞれ
各ブースを楽しんでおられました。
幅広い年代層の方にご参加いただきましたが、会場内では、初対面の方同
士でお話が弾むなど、温かい雰囲気の中、出店者も参加者の方も、笑顔あふ
れるフェスタとなりました。

女性の活躍推進情報コーナー
男性の家事参加の促進に向けた
「“おとう飯（はん）”始めようキャンペーン」
総務省が行った「平成 23 年社会生活基本調査」の結果では、6 歳未満の子どもを持つ夫の週全体
平均 1 日あたりの家事・育児等関連時間は 67 分であり、平成 27 年 12 月に閣議決定された「第 4 次
男女共同参画基本計画」では、この時間を平成 32 年（2020 年）までに 150 分にするという数値目標
が掲げられています。
「女性活躍加速のための重点方針 2017」の中で、
「男性の暮らし方・意識の変革」
として、「男性の家事・育児等への参画についての国民全体の気運醸成」を行うこととなったことも
あり、男性の家事参加、特に、料理への参加を応援する「“おとう飯（はん）”始めよう」キャンペー
ンがスタートしています。
これまで「料理なんかできない」、
「家族のために立派な料理を作
おとう飯の心得
一つ
一つ
一つ
一つ
一つ

らなければいけない」などと思っていた方も安心してください。簡

手早く
簡単に
リーズナブルな食材で
家の調味料を使う
後片付けは最後まで

単に、手間を掛けず、盛付けが悪くても美味しければ、それが「お
とう飯」です。キャンペーンのホームページには、レシピも掲載さ
れているので、ぜひ、クリスマスやお正月などのイベントで、ぜひ、
家族のために「おとう飯」を作ってみませんか？

見守っててね、おかあはん

事業報告

＊パソコンから

おとう飯

検索

2017 八尾市はつらつフォーラム「一度っきりの人生をありのままの自分で」

日時：平成 29 年 10 月 28 日（土）14：00～15：30
講師：藤田 孝典さん（NPO 法人 ほっとプラス代表理事）
会場：八尾市文化会館 ５階 レセプションホール

はじめに、2015 年の OECD（経済協力開発機構）の発表によると、
日本の 65 歳以上の高齢者の 5 人に 1 人は貧困である（OECD 加盟
34 か国中、４番目に高い数値）というデータを用い、高齢期はだれも
が貧困に陥る可能性について指摘されました。
藤田さんは、下流老人を生活保護基準相当で暮らす高齢者およびその恐れがある高齢者と定義されて
います。下流老人の特徴として、「収入が少ない」「十分な貯蓄がない」「頼れる人がいない」などがあり、事
例やデータを用いて説明され、「あらゆるセーフティネットを失った状態に陥ると、自力では解決困難となる」
という問題の本質について触れられました。
個人でできる下流化の防止策として、福祉制度を正しく理解することや、地域社会に積極的に参加し、身
近に相談できる関係を複数持っておくことを挙げられる一方で、社会（政策）も合わせて変えていかなけれ
ば本当の意味での解決にはならないのではないかと、今後の課題についてお話されました。
最後に、日本の国民性として、「助けてほしい」と言いにくい傾向があるが、「助けたい、支援したい」という
人は大勢いるので、助けてもらう力を身につけ、お互いに助け合える地域づくりの重要性についてお話しさ
れました。この講演会をきっかけに、年齢性別問わず、地域における助け合いの重要性や、一人で抱え込
まず相談すること、制度を知ることの大切さを学ぶきっかけとなる講演会となりました。

《図書コーナー》
開所時間中は、読書や学習に
ご利用いただけます。
貸出もおこなっています。
＊申込書に記入すると、一度に３冊の本を、
２週間借りることができます。

今月の 1 冊
「九十歳。何がめでたい」

佐藤愛子／著

小学館

2017 年上半期ベストセラーランキング総合第 1 位にもなった話題沸騰の痛快エッ
セイ集です。九十歳を過ぎた著者は、いよいよ手に入れた｢のんびり｣な生活がなん
だか気が抜けて楽しくないことに気がつきます。一度おろした幕を再び上げて始ま
ったこのエッセイには、自分の身体に次々に起こる支障を嘆き、時代の進歩を怒り、
悩める若い人達を叱りながらもあたたかく応援しています。読んで元気になること
間違い無しの 1 冊です。
あなた自身の気持ちを素直に表現して、いま悩んでいることと向き合ってみませんか？
人づきあいや生き方、性格や仕事に関すること、夫や子どものことなど、女性の抱える
悩みを女性相談員が傾聴し、問題解決に必要な情報提供や心を整理するお手伝いをしま
す。ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

【予約・問合せ】

ＴＥＬ ０７２－９２３－４９４０
午前９時～午後５時 （日･月曜日、祝日、年末年始を除く)

八尾市男女共同参画センター「すみれ」

アクセス

〒581-0833 八尾市旭ヶ丘 5-85-16
八尾市生涯学習センター「かがやき」学習プラザ４階
TEL/FAX ０７２－９２３－４９４０
（開所時間）午前９時～午後５時
休所日は、日・月曜日、祝日、年末年始。ただし、月曜日が
祝日の場合は、その翌日以降の直近の平日も休所。

LINOAS

（アクセス） 【徒歩】約１５分 近鉄八尾駅より北へ進み（アリオ八尾方面）、
光町交差点右折、3 つめの信号右折
【バス利用】 近鉄八尾駅より、高砂住宅行き「緑ヶ丘」下車すぐ
【駐 車 場】 86 台 （地下 25 台、地上 10 台、東側 51 台）
生涯学習センター「かがやき」の駐車場です（有料）。

編集・発行：八尾市男女共同参画センター「すみれ」

すみれの
ホームページは
こちらから

