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ところで、フィリピンはジェンダー・ギャッ
プ指数が5位である。アジアではダントツに高
い順位を保っている。海外への出稼ぎの多い貧
しい国との印象を持っているが、ギャップは少
ないようだ。貧しい人達と裕福な人たちとの
ギャップはどうなのだろうか。
日本では働く女性の5割以上が非正規労働者

（非正規労働者の7割が女性）であり、女性の
賃金は男性の約半分である。本当に女性の活躍
を望むなら、フィリピンのように貧富の格差を
そのままに、男女格差を縮める事だけに向いて
欲しくない。
指導的な地位における女性を増やすのは歓迎

だ。働く環境の改善整備ももちろん必要である。
長時間労働や、セクハラヤジに象徴される女性
蔑視の姿勢、家事育児の女性への偏り等、正規
雇用の女性にも乗り越え難い壁がいくつもあり、
そのことが子どもを育てながら働きたいという
意欲を削ぐことにもなっている。第1子を出産
後、6割の人が退社し、再就職は非正規雇用が
大半である。だから、その環境整備ということ
が、正規労働者だけのものであってはいけない
のではないだろうか。非正規の待遇をそのまま
に、正規職員にだけ活躍を促しても女性を分断
させるだけである。働く者の全体の底上げを考
えてこそ、女性の活躍が推進されると考える。
女性が働きやすい社会は男性にも働きやすいは
ずである。
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安倍政権は女性支援策を打ち出している。成
長戦略では、女性の活躍推進を促すため、仕事
と子育ての両立支援、指導的地位への女性の登
用を謳っている。女性管理職の比率を2020年ま
でに30％にするという政府方針を、企業に要請
している。これは何を目的としているのだろう
か。一つには人口減少を見据えて、現在65％で
ある生産年齢の女性の労働力率を高めることに
ある。もう一つには、あまりにも低いジェン
ダー・ギャップ指数の順位を上げるためではな
いかと思われる。
ジェンダー・ギャップ指数は、世界経済

フォーラムが毎年発表している男女格差を測る
ものである。経済、教育、政治、保健の各分野
における女性の割合が反映されている。日本は
昨年度は136カ国中105位、一昨年度は135カ国
101位と、男女の格差が非常にあることを示し
ている。女性政治家が極端に少ないことや、女
性管理職の割合の低さである。このことは、た
だ単に男女格差があるということではなく、人
材を有効に活用していないことを示し、経済発
展にも支障があるというメッセージを送ってい
ることなのである。

NPO・えんは、女性のキャリア実現・市民活動・まちづくりをサポートします。

NPO・えん ニュースレター “まりーむ”



NPO・えん 自主事業

えんカレッジの進捗報告

女性のキャリア実現のサポートを目的にしたえんカ

レッジ（encourage）。今年は6月からスタートし、すで

に5回の講座が終了しました。

毎年、幅広い年齢層の女性を対象にしたテーマで

展開していますが、今年は特にシニアの方の参加が

目立ったのが印象的でし

た。年齢を重ねても元気

で、今までの経験や知識

を活かし、社会に役立て

ようとしている方が増えて

いることを実感しています。

そして10月からは秋の講座がスタート。現在参加者

を募集中です。

◇10月23日（木）、30日（木）心理学からアプローチ

する「話し方＆コミュニケーション」講師：橋谷能理子

さん（フリーキャスター、日本語教師）

◇10月31日（金）、11月7日（金）「子供の自主性が

アップする魔法」講師：やまざきみどりさん（（財）生涯

学習開発財団コーチ）

◇11月6日（木）見た目年齢をもっと自由に！「美筋

リフトアップ講座」講師：伊藤文子さん（ＮＰＯ法人

プラチナ美容塾 代表理事）

さらに年明けには、恒例の「個人事業主のための確

定申告」「ソーシャルメディアとの付き合い方・第2弾」

などを予定しています。活動に関する最新情報は、

Bｌｏｇ http://ameblo.jp/npo-en/又は、ＦＢページ

https://www.facebook.com/npo.en.japan をチェッ

クして下さい。（根本）

皆さん、いかがお過ごしですか。パルひろば辰巳の夏

の様子とこの秋の活動予定についてご案内します。

●辰巳夏祭りを影から支えるひろば

辰巳の夏といえば、祭りです。櫓を組んでの盆踊りで

は子どもから高齢者まで皆さん楽しみにしています。

お祭り当日、開始時間まで子ども達は涼しいひろばで

遊びながら過ごします。１階のスーパーでは初めての

出店に準備が大忙し。同じ時間、３階の調理室では

辰巳在住の保護司中澤照子さんとお仲間たちが「カ

レー作り」の真っ最中、大きな肉のブロックをたっぷり

入れたカレーを大なべに沢山作ってお祭りに来た子

ども達に配りました。

●地域の集いの場としてのひろば

江東区マレットゴルフの懇親会が３階の２つの会議室

をつなげて開催されました。毎朝健康と懇親を目的に

辰巳の森緑道公園で活動をしています。暑い夏、休

憩し昼食をとる場がほしいということで登録団体となり、

総勢６０名の方が懇親を深めました。

●この秋 「展示発表会＆スペシャルセミナー」

開催の案内

パルひろば辰巳では11月15日（土）～21日（金）にか

けて発表会や展示会を開催します。江東区で活躍の

グループによる「朗読劇」（18日）は必見です。その他

「断捨離のススメ！～豊かなシニアライフを送るための

物と心の整理～」など様々なセミナーやイベントを毎

日用意しています。フラダンスや気功なども楽しく見

学できますので、ぜひお越しください。

詳しくはパルひろばのブログをご覧ください。（田谷）

http://palplus.blog5.fc2.com/blog-entry-872.html

多世代交流ひろば

パルひろば辰巳の夏と秋

好評だった「思春期ママのお悩みズバリ解決！」講座



特定非営利活動法人･こうとう親子センター

子育ちと子育てを応援する

核家族化や少子化、ライフスタイルの変化などにより、

子育てを支えてきた地域のつながりが失われ、子どもや

家庭を取り巻く環境は、近年ますます厳しくなっていま

す。官民の子どもや子育てへの支援も手厚くなっていま

すが、虐待やいじめは減らず、生きづらさを抱えた子ど

も達、子育てがしにくいと感じる親は多いと感じています。

子どもたちには、社会や家庭で安全に保護され、健や

かに育つ権利があります。この権利が保障されるために

は、子どもたちの育ちの場を確保するとともに、家庭が

安心・安全で、楽しく子育てができる場となる支援が必

要です。私たちが目指すのは、子育て中のママ・パパか

らシニア世代まで、地域全体で子どもたちと子育て家庭

を支え、子どもを生み育てるしあわせを分かち合う地域

社会の実現です。そのことで、子どもの権利を尊重し、

大人も子どもも互いに傾聴し合い、学び合い、育ち合え

る、明日に希望が持てる社会の構築を目指しています。

自らできることで親子を支えたいとの思いでメンバーが

集まり、平成16年より勉強会などを重ね、平成18年に任

意団体として発足し、昨年、活動の拡大を担うためNPO

法人となりました。主な活動は、子どもが掛ける電話

「チャイルドライン」・親のための「ママパパライン」などの

相談電話、親子が集う「おもちゃの広場たっち」、家庭訪

問型子育て支援「ホームスタート」などの子育ち・子育て

支援を、それぞれチームを組んで実施しています。

一昨年江東区の協働事業に採択され、平成25年度に

実施したホームスタートは、未就学児のいるご家庭に、

研修を受けた訪問ボランティア（ホームビジター）が訪問

し、子育てや生活についての話をお聴きしたり（傾聴）、

一緒に育児や家事をしたり（協働）、友人のように寄り添

いながら、子育ての自立を支える活動です。世界22カ国、

日本でも50以上の地域で実施され、広がりを見せていま

す。核家族や転入が多い江東区は、周囲に親や支えが

無いまま孤独に子育てしている方が多い地域です。自

分の出産まで乳幼児に接した経験がない親が過半数の

現代に、お母さん達の不安や孤独を、子育ての先輩が

優しく寄り添って支えます。昨年は58家庭に訪問し、子

育てでいっぱいいっぱいだった気持ちが楽になったな

どの感想もいただき、このホームスタートの効果と必要

性を実感しています。

これからも、親子に必要とされる限り、継続することが

重要だと思っております。皆さまのご支援もお待ちして

おります。

代表理事 渡辺恵司、藤沢千代勝

HP：http://www.kotooyako.com

団体紹介

こ そ だ



■NPO・えん会員状況(2014年10月1日現在)会員数62名[正会員数31名/参助会員31名（内団体２）]

編集だより

あっという間に秋到来。夏の思い出にひたる間もなく、イベ
ントが多いこの季節はあわただしく過ぎていきます。先日、
えんの所属するCW連絡会のフォーラムが開催され、えんを
含む地域に根ざした仕事起こしや社会的課題に取り組む団体
が出展しました。とある調査によると人が幸福を感じるには
5つの要素が必要とのこと。①仕事に情熱をもっている②よ
い人間関係③経済的安定④心身ともに健康⑤地域社会に貢献
している・・・あれ、これって私たちの活動の目指すところ
では、と思いませんか？NPO、コミュニティビジネスに興味
を持ってくれる人が増えるのはもちろん、活動に関わる人々
が上記の５つの要素をさらに充実していけること、それが
とっても大切なことだと感じています。（F)

NPO・えん第58回理事会報告

「NPO・えん第58回理事会」は2014年9月2日(火)、理事3名、

事務局スタッフ1名の計4名の出席を得て、NPO・えんの事務

所において15時より開催されました。「報告事項」として

（１）自主事業報告、（２）パルひろば辰己事業報告がス

タッフにより行われ、ともに承認されました。「協議事項」

として来期役員について協議されました。理事会は16時50

分に無事に閉会しました。

＊は、パルシステム東京の受託事業です

2014年 NPO・えんの活動

活動報告

7月 1 万里夢６２号 発行

1 パルひろばイベントカレンダー 発行＊

2 辰巳ママのさろん 開催＊

3 楽しい健康体操 開催＊

3 パルシステム東京組織部との調整会議 ＊

4 えんカレッジ：コーチング講座

6 コミュニティワーク連絡会定例会 参加

8 うたごえ喫茶 開催＊

15 たつみんさろん 開催＊

17 えんカレッジ：思春期ママ講座

19 暮らしの相談室 開催＊

22 まごころ食事会 開催＊

8月 1 パルひろばイベントカレンダー 発行＊

6 パルシステム東京組織部との調整会議 ＊

7 楽しい健康体操 開催＊

7 囲碁体験会 開催＊

11 えんメルマガ発行

19 たつみんさろん 開催＊

26 ランチ会 開催＊

9月 1 パルひろばイベントカレンダー 発行＊

2 えん第58回理事会 開催

4 楽しい健康体操 開催＊

8 辰巳ママのさろん 開催＊

12 うたごえ喫茶 開催＊

16 たつみんさろん 開催＊

20 暮らしの相談室 開催＊

22 えんメルマガ発行

27 コミュニティワークフォーラム 出展

30 まごころ食事会 開催＊

予定

10月 1 万里夢６３号 発行

1 パルひろばイベントカレンダー発行＊

2 楽しい健康体操 開催＊

14 辰巳ママのさろん 開催＊

18 暮らしの相談室＊

21 手芸サロン＊

23 えんカレッジ：話し方講座 開催

28 ランチ会 開催＊

30 えんカレッジ：話し方講座 開催

31 えんカレッジ：子育てコーチング講座 開催

11月 1 パルひろばイベントカレンダー発行＊

6 えんカレッジ：美筋アップ講座 開催

6 楽しい健康体操 開催＊

7 えんカレッジ：子育てコーチング講座 開催

12 辰巳ママのさろん 開催＊

15～21 パルひろば交流ウィーク＊

16 暮らしの相談室＊

18 手芸サロン＊

25 まごころ食事会 開催＊

12月 1 パルひろばイベントカレンダー発行＊

2 えん第59回理事会 開催

8 辰巳ママのさろん 開催＊

9 ランチ会

16 手芸サロン＊

21 暮らしの相談室＊

1/27～1/4年末年始休業


