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「隣保館だより」の回覧について(依頼) 

 

新春の候、貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお喜

び申しあげます。 

日頃は、隣保館事業の推進につきまして格別のご理解ご協力を賜

り、厚くお礼申しあげます。 

さて、「隣保館だより」の全戸回覧について、お忙しいところお

手数をおかけしますが、ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 送 付 物  隣保館だより １月号 

 

２ 送付部数  回覧部数分 

 

３ 連 絡 先  三木市志染町吉田８２３ 

         三木市立総合隣保館 

         ℡ ８２－８３８８ 担当：赤松・橘田 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

「女はつらい」と感じる項目は、 
１番「家事、育児、介護の負担が大きい」 
２番「経済的な自立が難しい」 
３番「女だからとやりたいことをさせて 

もらえない」の順となっています。 
右の「男…」の項目と比べてみてください。 

｢つらい｣と感じる項目が、女と男では違い
ますね。この違いを当然だと思うか、変えてい
くべきだと思うか、皆様はどう思われますか。 

 
 
 
 
 
 
 

「男はつらい」と感じる項目は、 
１番「仕事の責任が大きい、仕事が出来て

当たり前だと言われる」   
２番 ｢男だからと頑張ることを強要される｣ 
３番「家族と共に過ごせる時間が少ない」 
     の順となっています。 

日本のジェンダーギャップ指数は、１５３か
国中、１２１位だそうです。あらゆる場(議員・委
員会・専門職・管理職)で女性が占める比率の
順位が低いのです。男性中心、女性中心の
仕組みがあるなら、様々な所で男女比５対５
を意識した取組、それぞれ個人が個性と能力
を発揮できるような社会にしたいものです。 

[発行・編集]   令和３年 1 月４日発行 
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お問い合わせ 

2016 年度 三木市男女共同参画に関する市民意識調査報告書より

次ページは 
露の団姫さんの 

「差別をなくす、 
私の使命」  

です 

※ジェンダーギャップ…とは、男女の違い
により生じる様々な社会的格差のこと。 

※マンスプレイニング…とは、「男性は女性
よりも知識が豊富である」あるいは「女性よ
りも多くのことを理解できる」などと思う根拠
が差別意識に根差していることを指摘する
言葉です。 

一般的に「男性が女性を見下す、あるいは
偉そうな感じで物を言う」ことを指しています 

■「あなたに 15歳の子どもがいるとした
ら、将来どのような生き方をしてほしい
と思いますか」という設問に対し、 

女の子で最も多いのは 
「家族や周りの人たちと円満に暮らす」 

男の子で最も多いのは 
「経済的に自立した生活をする」 

となっています。また、 
女の子に望む生き方の中では、「仕事より

も家族を大切にする」が 36.5%で、男の子
の約２倍多くなっています。 

男の子に望む生き方の中では、「社会的な
地位を得る」が、41.4％で、女の子の約 2.3
倍多くなっています。 

mailto:jinken@city.miki.lg.jp


 

 

【テーマ:～心あたたまるあの場面～】･･･家事・育児・仕事を日々精一杯こなすことだけに必死になっていた頃、夫が、毎日全
てを全面協力してくれる姿を見た長女が「こんなに優しいパパと結婚してくれてありがとう」と声を掛けてくれた。 

人権の小窓

【人権に無関係な人などいない】 
「団姫姉さん、僕、この間知り合いから『人

権講演をして欲しい』って頼まれたんですよ。
でも、そういう講演をすると“イロがつく”でし
ょ？ だから僕、断ったんですわ」 

後輩の芸人からこんな話をされたのは一
年前のこと。様々な感情が飛び交う中、私は、
「うん、人権講演は志のある人にしかやって欲
しくないから、無理せんでええんちゃう？でも、
人権は決してヤヤコシイものではないし、
なにより、人権に無関係な人間なんて一人
もいないっていうことだけは覚えておいてね」
…と、これが私の精一杯の返事でした。 

私がはっきりと「人権」というものに目覚
めたのは、中学一年生のときでした。 

翌日、学校へ行くと、担任の先生から顧問教

諭に謝罪するよう促されました。なぜ私が謝ら
なければいけないかと尋ねると、「謝らないと大
会に出してもらえないぞ」と言われたのです。
「差別を飲み込む代償に、何かを得る」―私が
最もなりたくない姿でした。 

【平等と差別】 
現在、私は高校生の時に志した「落語家」

と「僧侶」という二つの仕事を持っています。 
落語家として入門した当時、１８歳の私は

「女は認めない」「女ならピンクの着物を着ろ」
「女なんだから男を立てろ」と様々な言葉を
浴びせられました。 

でも、これもおかしな話です。そもそも私は自分
自身で女性という性を選択して生まれ 
たわけでもないですし、また、性別は自 
分では変えようのないものです。 

また、なぜ「女」＝「ピンク」なのでしょ   
うか。私の好きな色は「緑」だというのに、 
私の好きな色は無視され、女というだけでピンクを
押し付けられる日々にウンザリしていました。   
そして、あまりにも疲れ切った私は、「もう、世の中
の差別や固定観念と闘うことをやめたほうが楽か
もしれない」と思ったこともありました。しかし、私の
人権が当たり前のように侵害される世界は、同じ
境遇の人も同じく差別され続ける世の中です。 

（224）   令和 3 年 1 月 
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落語家、天台宗僧侶 

露
つ ゆ

の団
ま る

姫
こ

 
１９８６年生まれ。兵庫県尼崎市在住。 

２００５年、露の団四郎へ入門。三年間の                      
内弟子修業を経て独り立ち。２０１１年に                       
天台宗で出家得度。比叡山延暦寺で修                      
行し、正式な天台僧となる。現在、古典落語をはじめ、自作の仏教落
語にも取り組む異色の落語家。主なテレビ出演は、テレビ朝日『ぶっ
ちゃけ寺』等。私生活では選択的夫婦別姓の実現を求め、２０１９年
には『女らしくなく、男らしくなく、自分らしく生きる』(春秋社)を出版。
尼崎市男女共同参画審議会委員も務める。 

ある日、卓球部の顧問教諭が 
「来週は男子部の大会がある。女子部はお茶くみの

手伝いに行くように」と言ったのです。私は 
それを聞いて、お茶くみという形で仲間を応 
援に行く、それは良いことだなと思いました。 

そして顧問教諭に聞いたのです。 
「では先生、私たち女子部の大会のときは、男子部

がお茶くみに来てくれるんですか？」その瞬間、私に飛
んできたのは人生で初めて体験する怒号でした。 

「なんだと！お前には常識がないのか ‼」私は、一体
何が起こったのか分かりませんでした。とにかく、目の
前を怒り狂った顧問教諭の唾だけが飛んでいきます。
唾を飛ばす口からは 

「お茶は女が入れるものに決まってるだろ！」と言葉
が続き、その目は血走っていました。 
いや、でもそれはおかしい…！瞬時に、私は 

「それは男女差別です！」と返すと、さらに顧問教諭
は「これは差別じゃない！昔から決まってる！」と怒鳴り
散らすのでした。そして、切り札のように 

「お前みたいなやつは大会に出る必要はない！帰
れ！」というので、私は帰りました。 

教育機関である中学校においてこのような不
当な性差別がまかり通り、またその差別を受け入
れなければ当然であるはずの権利が得られない
という、社会の悪習を押し付けられそうになったこ
とに、私は強い危機感を覚えました。 

そこから、おかしいと思ったことには 
必ず声をあげなければいけないと考 
えるようになったのです。 



 

心がスッと軽くなり、温かい気持ちにさせてくれた。  （やすか） 市民が創る まあるいココロ あったかメッセージ’１９より 

私には「話芸」という持ち物があるわけで
すから、「声をあげられる人間が声をあげ続
けなければ世の中は変わらない！」と、自
身を奮い立たせました。 

とにかく、差別を無くすことを諦め
てはいけないのです。 
２５歳で出家し天台宗の僧侶と

なると、驚くことがありました。 

人権問題に積極的に関わり、解消に努めて
いく。それは、私の僧侶としての使命だと考え
ています。 

【男女共同参画へかける想い】 
今後、私が社会で必要だと考えることは、

次世代への人権教育です。差別をはじめ、あ
らゆる偏見や固定観念は、社会や周囲の大

人から、無意識のうちに刷り込まれてしまいま
す。だからこそ、自由な発想と無限大の可能
性を秘めている子どもたちに、ジェンダー教
育をはじめとした人権教育を推進することは、
一人一人の生きやすさ、ひいては社会全体の
幸福に繋がると確信しています。そのために
も、学校や地域での教育をはじめ、子どもた
ちの目に触れる広告や当たり前とされてきた
ものの中に少しずつ人権の意識を広めたい
と考えているのです。 

今、私は尼崎に「道心寺」と
いうお寺を建てながら、一人一
人が自分らしく生るための
お悩み相談を行っています。 

先日、そのような私の活動に共感
したという方から「このお金を道心寺に寄付
しますので、女性のエンパワメントのために使
ってください」と、封筒を預かりました。 

お寺の業界では「ご寄進」と呼ばれるもの
ですが、私はこのお金にだけは違う名をつ
けました。 え？それはどんな名前かって？  

女性のために使わせていただくお金です
から、これがホンマの「ジョセイキン」とい
うことで…おあとがよろしいようで ☆ 

仏教では「すべての命が平等」と説かれていると
いうのに、なんと、私がこの世で一番無くなって欲し
い「差別」という言葉が仏教用語だったのです。し
かし、そこには意外な教えが隠されていました。 

というのも、仏教で説かれる「差別」と
は、「しゃべつ」と読み、これはいわゆる
「区別」のことでした。 
では、「差別」と「区別」の違いは何

なのか…？ 調べていくと、 
「区別」は「物事そのものの違い」、そして、 
「差別」とは、「区別をもとに、不当に低く取り扱う

こと」だと分かったのです。つまり、 
性別でいえば「女性」と「男性」は体のつ

くりが違う、これは、そのものの違いなので
「区別」ですが、それを、数年前の某大学の
入試のように「女性である」という理由で一
律減点することは、女性という区別をもと
に不当に低く取り扱っているわけですか
ら、正真正銘の差別になるのです。 

では、なぜそのような「しゃべつ（区別）」がお経
に出てくるのでしょうか？ 
それは、区別をもとに不当に低く取り扱

えば差別になりますが、反対に、区別をもと
に支援をする…例えば、足を怪我した人に
車いすを使って貰う、などの支援は、その人
の「生きやすさ」に繋がることなのです。 

だからこそ、人を差別するための区別ではな
く、お互いに生きやすくなるための区別を持ち
ながら、共に考え、助け合い、生きていく、それ
が平和や平等に繋がっていく教えなのだと知り
ました。 

私が生まれた１９８６年は、「男女雇用機会均等
法」の施行に伴い、女性の社会進出が期待されは
じめた時代でした。 

それから３４年経った今、社会の中で女性の置
かれる立場は改善したでしょうか？ 

今でも当たり前のように芸能人が公共の電波
で差別発言をしたり、ＳＮＳ等で女性をターゲットと
したマンスプレイ二ングが行われている状況をみ
ると、この国のジェンダーギャップや人権意識は、
まだまだ危機的状況といえます。 

日々のお悩み相談では、生活面、そして精神面
での自立を目指す女性が沢山いらっしゃいます
が、その多くが、心の傷を負った過去の経験から
「他者を頼らず、自分ひとりで生き抜かなけれ
ば」と必死で、自立ではなく「孤立」を深めて
いる印象を受けます。 

だからこそ、真の自立とは孤立ではな
く「共生」であることをお伝えし、みん
なで笑いながら、そして泣きながら、前
に進みましょうとお話しをしています。 



 
 
 
日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など 
1 金 元日  閉館 1 月 3 日まで 16 土 茶道教室 9:00～ 

2 土  17 日  

3 日  18 月    

4 月  19 火 経営相談 10:00～ 

5 火 経営相談 10:00～ 20 水  

6 水  21 木  

7 木  22 金 経営相談 10:00～ 

8 金 経営相談 10:00～ 23 土  

9 土 書を楽しむきらきら教室 13:00～  24 日  

10 日  25 月    

11 月 成人の日 26 火 経営相談 10:00～ 

12 火 経営相談 10:00～ 27 水  

13 水  28 木 手芸教室 13:30～ 

14 木 手芸教室 13:30～ 29 金 経営相談 10:00～ 

15 金 経営相談 10:00～ 30 土 茶道教室 12:00～ 

 31 日  

                    
 
 
 
 
 
                  

【人権に関する記念日等】（１月） 
17日 防災とボランティアの日 1995(平成7)年１月 
   17 日に発生した阪神・淡路大震災にちなみ、ボランティア 

活動への認識を深め、災害への備えの充実強化を図る目 
的で、翌年から実施。    

26日 世界ハンセン病の日  ハンセン病への正しい理 
   解を、とのフランスの社会運動家の呼びかけに応え、195 

4（昭和29）年から取り組まれている。１月最後の日曜日。           

催し物等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで 


