
⑩親の介護の壁 最後にやって来る。 

 

⑨年齢・ブランクの壁 

年齢が高くなったり、一度仕事を辞めた人はなかなか再就職できない。 

⑧思春期の壁 

子どもがいろいろな悩みを持ち始め、向き合わなければならない。 

 

⑦小４の壁 

３年間で学童が終わるというところもある。塾や習い事が本格化してきて面倒を

見なければならないという状態になる場合もある。 

⑥転勤の壁 

夫の転勤、働いている人の場合は自分の転勤もある。 

⑤小１の壁 

学童保育の時間が保育園と比べると短い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 12月 第２号 
結婚しても出産しても経済力をもちながら、社会とかかわって自分らしい人生を歩みたいですね。     

それには大変なエネルギーが必要です。女性の一生にはどんな壁があるのか考えてみましょう。 

どうして女性は仕事を続けるのが大変なのでしょうか？ 
女性に立ちはだかるいろいろな壁 

第２条 ２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活

に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏ま

え、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活におけ

る活動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等によ

り、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行わなければならない。  

これは女性だけの問題ではありません。家族や社会全体で支え合ってイキイキした社会を目指しましょう。 

 

④ワンオペの壁 

ワンオペ育児、 ひとり親家庭、夫の非協力や不在（残業、単身赴任）

によって全部自分で背負わなければならない。 

③保活の壁 

仕事をしている人にとっては、保育園が見つからない。 

 

参考：NHKあさいち「女性のリアル 年末年始 SPオンナ×働くモヤモヤ大特集」2016.12.19より 

「ハートフルネットぎふ」に参加している団体を紹介します 
 

 ほっぺの会『more smile ＊もっと 笑顔に』 

ほっぺの会は、みんなの森 ぎふメディアコスモスに拠点を持ち、健康であなたらしい活躍ができる支

援を行っています。そのために「食」と「こころ」をテーマにした講座を行っています。    
 
家族の健康を考える『食ナビクッキング』は、行事食をはじめ話題の食のクッキングと健康・栄養の

知識を伝えています。子どもの選ぶ力・つくる力を伸ばす『ジュニアクッキングマイスター講座』では
「私が入院した時、家族のごはんをつくってくれた。」という体験も有り、子どもたち・親さんにも大
人気です。日本の伝統食「みそづくり」、「農園活動」、初めの一歩「離乳食クッキング」「ベビーマッサ
ージ・子育て広場」、「防災食クッキング」その他要望に応え多彩に開催。また、女性活躍推進セミナー
「両立支援 再就職支援」ではキャリアトランプ®を使って、ゲーム感覚で楽しくモチベーションアップ
と大好評です。どの講座も託児があり、安心して参加していただけます。  
 子育て真っ只中のスタッフたちも家庭と両立させながら社会参加しています。「もっともっと自分らし
く輝いてほしい」岐阜を笑顔いっぱいに！  
スタッフ一同、講座に参加いただけるのを楽しみにしています。 

お問い合わせは ほっぺの会岐阜市 で     ください。 

 

 

 

“人間と性”教育文化センター 

“人間と性”教育文化センターは、岐阜県“人間と性”教育研究協議会の活動拠点として事務所、会報

発行の為の機器を提供し、また同時に独自に Sexual Minority（セクシャルマイノリティ）の人たちの

集まりである「レインボーぎふ」をサポートしています（偶数月の第一日曜日１３:30～１６:00）。「愛

と性とエイズ電話相談」も月 1 回行っています（毎月第二土曜日１３:30～１６:00）。その他、岐阜県

母親大会連絡会や、いろいろな団体と連携して誰もが生きやすい社会を目ざして活動しています。 

 次に今後の岐阜性教協の例会を紹介します。是非皆様の参加をお待ちしています。 

写真は 10 月例会 映画「マルガリータで乾杯を！」を観て、参加者が小森淳子さんをまじえて意見交 

流しているところです。 

今後の予定 

☆2018 年 1 月 27 日（土）13:30～16:00 

 例会：「知的障がい特別支援学校高等部における『「性と生の授業』の一実践」 

平野 直子さん （各務原特別支援学校） 

☆2018 年 3 月 11 日（日）9:30～12:00 

 例会：「障害のある若者の発達とヘアメイク 

『こんな自分もいいな』もうひとりの自分に出会うヘアメイク教室 

−中学校特別支援学級の取り組み−」  

河村 あゆみさん 

（岐阜大学サポートルーム(障害学生支援室)コーディネーター） 

詳細は ホームページ http://ningento.sakura.ne.jp/  を参照ください。 

 
あなたも参加してみませんか 
男女共同参画、人権、福祉などの活動をする市民団体と交流する場として、毎月開催しています。 

現在２６団体が登録し、団体の活動紹介、女性センター事業などについての提案や意見交換、男女共同

参画に関する学習や情報提供などをしています。           （原則 毎月第２木曜日 時間 13：30～ ） 

 「ハートフルネットぎふ」への入会、問合せ先 岐阜市女性センター ＴＥＬ ０５８-２６８－１０５２ 

〈女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が施行されました。  平成２８年４月１日施行〉 

発行：岐阜市女性センター〒500-8521 岐阜市橋本町 1-10-23 ハートフルスクエアーG(JR岐阜駅東隣) 

TEL（０５８）２６８－１０５２     岐阜市女性センター 

②妊娠・出産の壁 

不妊治療で仕事を辞める人もいる。 

①結婚の壁 夫の仕事を優先し辞める人もいる。 
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プラチナ世代応援セミナー                     

今からでも間に合うマネープランの立て方  
時間：１３:３０～１５：３０      定員：６０人（50 歳以上の男女）大研修室 

講師：１級ファイナンシャル・プランニング技能士（CFP🄬）三輪 貴子 さん 

締切：２月２日（金） 必着 
長生きの時代、「お金が足りるのか？」という漠然とした不安を持つ人も多いですが、「見える化」 

することで対策ができます。マネープランを立て、介護や相続にも早めに準備して安心なセカンド 

ライフを目指しましょう！ 

 

岐阜市女性センターのこれからの催し  
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２８日（日）　　　　　　　　　　野すみれの花・木の実を使って(染色造花）
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 　１月２８日（日）　　　　HAPPY DAY　０歳からの親子イベント～家族っていいなぁ～

11

キャリ☆ナビ プチ相談 あなたはどのタイプ？

～生活シーンから考える適職診断～

しの笛

まちのホスピス相談室－がんに関する相談と情報提供－

大正琴

体験コーナー

日本国憲法施行７０周年

誰もが生きやすい社会を～
出番やよ！日本国憲法～

他人とのトラ ブル・家族とのトラ ブル　どうしたらいの？

～「調停」で未来につながる解決を…～

ぎふのシンママ集まれ！
シングルマザー大交流会

「ノー」を言える子どもに　

キャリ☆ナビ プチ相談 あなたはどのタイプ？
～生活シーンから考える適職診断～

　　１月２７日（土）  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一部材料費等必要）

15141312

女性と憲法２４条

琴 コーラス

すこやか

レシピ公開

セミナー

フラダンス

発表会
大正琴 無料上映会

発達障がい児の学びを考える

働く人の悩み相談

絵手紙を描いてみよう！
～下手でいい、下手がいい～

健康相談

絵手紙を描いてみよう！
～下手でいい、下手がいい～

野すみれの花・木の実を使って（染色造花）
クラフト室

11 12 13 14 15

２７日（土）

２階通路

フェイクフラワーを使ってプチギフトを作ろうフェイクフラワーを使ってプチギフトを作ろう

かんたん手相で未来予想図

行政相談

かんたん手相で未来予想図

うーたんと学ぼう！

「消防士のお仕事」

手作り玩具で遊ぼう

パタパタ人形を作ろう！

フォトグラファーが撮る！Artな撮影会

赤ちゃん休憩室

君も今日から

「フード

ファイター」

何かやりたい！動き出し

たい！ママ交流会

０歳からのわくわく！

リズム☆コンサート

　かわいいポンポンやボタンでオリジナルブローチを作ろう♪

１階通路

高専ロボットminiに挑戦！

大道芸パフォ ーマ

ンス☆かいパパ＆

ななちゃん

ミニSLに乗ろう！！

ＫＩＤＳ

ダンスショー

元気いっぱ

い！チア

ダンス

オリジナル木ごまを作ろう！

折紙でくす玉を作って遊ぼう!! 日本の美しい包み結びの実践

群読ワークショップ

～絵本を親子で楽しもう～

フォトグラファーが撮る！Artな撮影会

ちびっ子消防士に変身っ!!

キラキラボトル作り ・簡単なままごとセット作り 

きて・みて・知って・安心「子育て今とむかし・災害時」きて・みて・知って・安心「子育て今とむかし・災害時」

　かわいいポンポンやボタンでオリジナルブローチを作ろう♪

食べものかくれんぼ

2階通路

 

  

法律相談 
弁護士 

第２･３（火） 

心の相談 
カウンセラー 

第２（水） 

家計相談 
１級ファイナンシャル・プランニング技能士 

第３（木） 

女性のための再就職相談 
キャリアコンサルタント 産業カウンセラー 

第１･３（土） 

健康相談 
看護師・助産師 

第２･４（土） 

ハートフルフェスタ 2018 １０：００～１６：００ 

１月2７日（土）            １月2８日（日） 

                      
 

第４０回             おしゃべりサロン～ぎふの輝き人～  ぎふの女性にエール！ 
  時間：１３:３０～１５：３０        定員：６０人 （託児あり）   大研修室 

  締切：2月２０日（火）必着 

今までにお越しただいた輝き人のゲストの方々に、現在の活動をお聞きし、参加者の皆さんと 

楽しく自由に語り合い、おしゃべりサロンのラストを飾ります。 

＜出演予定ゲスト＞   

松永 知恵美さん（“お産専門”写真家） 度会 さち子さん（女性史研究家） 三上 みきさん（情報誌「にらめっこ」 

編集長）臼井 加奈子さん 高橋 由香子さん（鵜飼観覧船船員）武山 洋子さん（なずな農園） 

堀 祥子さん（小村屋幟店 若女将）千絵子･フォルロー＆ダニエル･フォルロー（シンセサイザー奏者） 

森 りささん（元成年海外協力隊員）高橋 美由紀さん（愛知教育大学大学院教授） 

加藤 裕美さん（主婦ときどきアーティスト）藤井 しのぶさん（キャリアカウンセラー）  

深尾 朱美さん（ライフヨガ認定リーダー）濱島 秀行さん（ヴァイオリニスト） 

島田 貴子さん（NPO 法人クローバ！理事長）    
 ※ご本人のご都合により参加されない場合があります。ご了承ください。 

                         

 

 

岐阜市女性センター相談室のご案内  相談無料・秘密厳守 

★誰にも言えずに悩んでいませんか？ 

お気軽にお電話ください。 

月～土曜日 10～12 時、13～16 時 

祝日・休館日（毎月最終火曜日）、年末年始と 

イベント開催日等を除く。 
（相談員の研修によりお休みする場合があります。） 

女性のための夜間電話相談  

第 1・3金曜日 17～20時 

電話相談専用ダイヤル 

 ０１２０-７８６８７４
ナ ヤ ム ハ ナ シ

 

面接相談予約ダイヤル  
０５８-２６８-１０５２ 

  ★面接時間 13：00～15：00 

3/３ 
 

H30 年 

２/１２ 

 

HAPPY DAY 
０歳からの親子イベント 

～家族っていいなあ～ 

 ※楽しい催しものが一杯あります。右面をご覧ください。 

【申し込み方法】岐阜市女性センターの HP「講座お申込み」から応募又は、往復はがきに①講座名②氏名（ふりがな）③年齢 ④性別 

 ⑤〒・住所 ⑥電話番号⑦託児希望の方(満 1 歳から未就学児対象)は、お子様の氏名・生年月日・性別を明記の上、お申し込みください。 

詳細はチラシ/HP をご覧ください。 

ハートフルネットぎふ合同企画 
日本国憲法施行７０周年 

誰もが生きやすい社会を 

～出番やよ！日本国憲法～  

ハートフルフェスタ２０１８ 岐阜市女性センター タイムスケジュール 

※他にも楽しい催しがいっぱいあります。詳しくはチラシ又は HP をご覧ください。 
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