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津市男女共同参画情報紙津市男女共同参画情報紙

◇地域でキラめく人みぃつけた
◇平成30年度津市男女共同参画フォーラム 
◇男女共同参画社会づくり功労者
　内閣総理大臣表彰【土川 禮子さん】
◇男女共同参画クロスワード
◇簡単料理コーナー

 

情報紙『つばさ』…「誰もが自由な心で生きられる社会を思い、男女共同参画社会の実現に向かって飛躍していきたい」という願いを込め、その力となる「翼＝つばさ」を象徴しています。

詳しくは、津市 市民部 男女共同参画室（☎229-3103）までお問い合わせください。

・第１～４火曜日 １３時～１８時 【女性カウンセラー】

・第 ３ 火 曜 日 １０時～１２時 【男性カウンセラー】 

カウンセラーによる相談（面談・電話、1人50分以内、対象：市民） 弁護士による法律相談（面談、1人30分以内、対象：市内に在住の女性）

・開催日時、申込方法など、詳しくは偶数月１日号の

　広報津をご覧ください。 

夫婦・親子の関係、生き方などのさまざまな問題について、無料相談を実施しています。お気軽にご利用ください。

５つの基本目標

６４の施策

１７の数値目標

平成 30 年度～平成 34 年度

リプロダクティブ・ヘルス／ライツって？
（性と生殖に関する健康と権利）

第３次津市男女共同参画基本計画を策定しました！
より コンパクトで、実効性のある計画に！

■リプロダクティブ・ヘルス

人間が安全で満ち足りた性生活を営むことができ、生殖能力を持ち、子どもを持つ

か持たないか、いつ持つか、何人持つかを自分で決定する自由をもつこと

■リプロダクティブ・ライツ

全てのカップルと個人が自分たちの子どもの数、出産間隔、出産時期を責任をもって

自由に決定でき、そのための情報と手段を得ることができるという基本的権利

第３次津市男女共同参画基本計画の

平成 25 年度～平成 29 年度平成20年度～平成24年度

７つの基本目標

１９２の施策

２９の数値目標

７つの基本目標

１２５の施策

１２の数値目標

平成７年（1995 年）に北京で開催された第 4 回世界女性

会議（北京会議）で、全てのカップルと個人が有する人権の

一部であると採択文章に明記されました。

～男女が支えあい、いきいきと暮らせるまちをめざして～～男女が支えあい、いきいきと暮らせるまちをめざして～

注目ワード

こちらのＱＲコードから

詳しく、ご覧いただけます。

（津市ホームページへリンク）



とてものどかで良いまちだと思っています。 

入社した時は、出身地の横浜市と比べ、お店

も少なく、街灯も少ないというギャップを感じ

ていたのですが、暮らしてみると、こだわりの

あるお店やおしゃれな人がたくさんいて、全国

的には田舎だけれど、良いものを追求している

と思いますし、大好きなまちです。 

昨年、「実況しないか」と声を掛けられ、秋の

大会、春の大会で先輩アナウンサーから指導を

受け練習していましたが、周りの期待も大き

く、プレッシャーを感じていました。 

実際にやってみると、うまく言葉が出ません

でした。例えば、スクイズのタイミングで、こ

の場面ではスクイズもあるということを、前も

って頭においておけば、もっとスムーズに言葉

が出ていたと思います。展開に応じて、先を読

んで実況するということが、すごく難しいと感

じました。 

４試合の実況を終えて、自分を褒めてあげる

ことはできませんが、それでもありがたかった

のが、先輩たちが支えてくれたので、それが、

この会社でチャレンジさせてもらって良かっ

たなというところです。 

間違えて実況してしまったところもあり、期

10 年連続初戦敗退していた学校が、初戦を

突破した様子などもダイジェストでお伝えし

ていたので、その学校が甲子園に出るというこ

とで、去年から今年の成長具合を感じることが

できましたし、準々決勝で自分が実況したとい

うこともあり、甲子園でもぜひ頑張って欲しい

と思っています。（取材日：平成 30 年 7 月 30 日） 

みなさんには、「よく頑張ったね」と言ってい

ただきました。でも、悪いことは誰も言いませ

んけど…。（笑） 

 確かに、いろんな意見があると思います。 

今まで男性の実況を聞き慣れている人が、女

性の実況を聞いたときに違和感は絶対ありま

すし、言葉数が少なかったりしたので、「こいつ

全然分かってないな」と思われた方もいるか

もしれません。 

これが記念大会として最後の実況になるの

ではなく、今後もさらにレベルアップして、女

性アナウンサーが実況するのは、三重県にとっ

ては当たり前のようになってもらえたらうれ

しいです。 

はじめに、津市の印象は

 

◆若林 希さん◆ 

待されていた分、試合後、会社に帰るのが少し

怖いなと思ったときもありましたが、そんなと

きに先輩から、「頑張っていたのを見ていたか

ら、文句を言う人がいても大丈夫」と励まして

もらいました。

小さいことで落ち込んでいても話を聞いてく

れる人がいるし、分からないことがあれば、１

聞いたら、聞いていないことまでたくさん教え

ていただけるので、達成できたのだと思います。 

実況がうまくいったとは思わないのですが、

周りの人に支えてもらっているということを

実感できました。 

 

 

 

県立白山高等学校の実況について 

三重大会での実況を終えて

実況に対する周囲の反響 

のぞみ 

横浜市出身。三重テレビ放送のアナウンサー。 

中学生時代はソフトボール部、大学生時代には放送研究会

に所属し、アナウンサーを目指して活動。 

入社１年目から高校野球三重大会のダイジェスト番組の

担当を任せられ、第１００回全国高校野球選手権記念三重

大会では、女性アナウンサーとして初の実況デビュー。 

 

 

 

 

 

～初の女性実況アナウンサーに挑戦～

 

各分野でいきいきと活躍する方にお話を伺いました‼る方におにににににににににににに



     

津市男女共同参画フォーラム｢わあむ津｣ 

地 域 で キ ラ め く 人 み ぃ つ け た 

初の女性実況アナウンサーに挑戦 

　男女共同参画社会づくりに貢献し

た人に贈られる「平成30年度男女共

同参画社会づくり功労者内閣総理大

臣表彰」を受賞された土川 禮子さん

が前葉市長に受賞を報告しました。 

土川　禮子さん

れいこ

とき 

ところ

平成 30 年 12 月 1 日（土） 

津リージョンプラザ　お城ホールほか

平成 30 年度

内容 オープニング、電子かみしばい、古市憲寿氏講演会、展示など 

申込 開催時間、申込方法、申込期間など、

詳しくは広報津10月16日号をご覧ください。 

昭和 60年（1985年）

東京都生まれの社会学者。

若者の生態を的確に描

写し、クールに擁護した著

書『絶望の国の幸福な若者

たち』（講談社）などで注目

される。

他の著書に『だから日本

はズレている』（新潮新書）

などがある。

古市　憲寿さん

入場  

無料  

（要整理券） 

ふるいち のりとし

家庭は持ちたいし、仕事も続けたいです。

結婚して仕事を辞めてしまう人は、結構多い

ですけど、私の仕事は、技術職というか、特殊

な仕事なので、形が変わっても、しゃべること

は、どんな形でも必要なことだと思いますし、

両立は難しいかもしれませんが、できないこと

ではないと思っています。
 

今回の三重大会が最大の挑戦でした。

でも、やっぱり女性アナウンサーが実況する

のは三重県にとっては当たり前のようになる

ことです。

私が、ここで一歩踏み出したので、今後、後

輩アナウンサーが入ってきたときに、その子が

「野球の実況をやりたい」と言ったら、当たり

前のようにできるような、先へ続く道をつくっ

てあげられるような風になれたら良いと思い

ます。 

 

すごく思うのは、挑戦しようと思うと、いろ

んな人がいろんなことを言うし、特に私の仕事

は、画面に出ていて、顔と名前がはっきりして、

実名でやっているものなので、心無い言葉もた

くさんあります。 

 でも、自分がやりたいと思うことをやるとい

うことが、自分らしさにつながると思うし、呪

いの言葉に耳を傾けるのではなく、心のままに

頑張ってください。

結婚観について 

挑戦する女性に向けて 

今後の抱負や目標、挑戦したいこと 



 

 

編集・発行／津市市民部男女共同参画室

　　〒514-8611 津市西丸之内 23 番 1 号 TEL:229-3103 FAX:229-3366 E メール:229-3103＠city.tsu.lg.jp

編集／津市男女共同参画情報紙『つばさ』編集スタッフ :荒川 恵巳・小林 小代子・谷口 みゆき・藤原 いづみ・山本 えいこ

よりよい紙面づくりのために、ご意見、ご感想をお待ちしています。

①住所②氏名③年齢④性別⑤電話番号⑥本紙の感想を記入し、下記

までお送りください。 

ハガキの場合  〒514-8611 津市男女共同参画室（住所不要） 

Ｅメールの場合 229-3103@city.tsu.lg.jp 

  

【締切】11 月 30 日（金）必着 
※お寄せいただいた感想等については、 

本紙に掲載させていただくことがあります。 

編集後記編集後記 

高校野球三重大会初の女性実況を務められ
た若林さんへのインタビューを担当しまし
た。「周りの人に支えてもらっているという
ことを実感できた」とのこと。そのような信
頼関係があるからこそ、個性と能力が発揮
でき、組織としてもよりよい方向へと進む
んだということに気付かされました。「当た
り前」な男女共同参画社会に関心を持ち続
けたいと強く思いました。（荒川）

ご意見、ご感想をお寄せください♪ ご意見、ご感想をお寄せください♪ 

着着

。

 津市ホームページでも

ご覧いただけます！ 

ヒント 

ワークとライフのこれが大事です！！ワークとライフのこれが大事です！！

ヒントヒント

【作り方】 ①大根は皮をむいて、スライサーで2㎜ぐらいの輪切り。  

②鍋にAとキノコ、①を加えて中火にかける。

③長芋は皮をむいてすりおろし、 

 レンジ600Wで30秒加熱。 

④大根が透明になってきたら、好みの練り物を加えて弱火にする。

⑤大根に味がしみ、くたっとなったら好みでネギの小口切りを散らす。

◎練り物は煮過ぎない。③の長芋を添えて召し上がれ。

◎白い食材はその他、ゆり根、里芋、鶏肉、白きくらげ、いか、レンコンなど。

秋は空気が乾燥し、それによって私たちの体、特に肺のトラブルが起きやすくなります。肺の働きを補ったり

呼吸器系や乾燥肌の回復に良い「白い食材」で体の中から潤しましょう！

 

3 0 分 お で ん  

☆簡単料理コーナー☆

大根を薄くスライスするから時短で下処理不要！大根を薄くスライスするから時短で下処理不要！

◇材料（ 2 人分 ）◇

・大根 130 ｇ
・長芋 50ｇ

・好みの練り物　　適量
・キノコ　　適量

Ａ：だし汁 400ml

薄口醤油 小さじ 3 

１　今年は、10月6日・７日に開催する津市最大のお祭り

２　朝、昼、○○

４　県立白山高校、日本一の○○○上で甲子園出場！

６　地域ともいいます

７　名古屋めしで丼に入った冷たいきしめん・うどんのこと

８　ブラックバスやアメリカザリガニのこと。○○○○生物

10　夏休みは、ここで泳ぎました

12　話し方がうまい人は、これが立つ

１　今、読んでいるこの情報紙

３　力士や武士が結います

５　千の10倍

７　谷川士清は江戸時代の○○○○者

９　男女共同参画のキーワード「性と生殖に関する健康と権利」のこと

　　「○○○ダクティブ・ヘルス／ライツ」

11　子どもの頃に歌いました。○○○うた

13　新しい施設名称です「久居○○○プラザ」

14　ラップはこれを踏みます  

答え

タテ

ヨコ

ＢＡ Ｃ Ｄ

1 3 4

5 6

7 8

9

11 12

Ａ

Ｂ

ＣＤ 

Ａ～Ｄに文字を並べて応募！！
正解者の中から抽選で５名様に粗品をプレゼント！！

2

10

13 14
【応募方法】ハガキまたはＥメールで、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、

　　　　　　4文字の答え、本紙の感想を下記編集・発行元へ

【締め切り】11月30日（金）必着

　　　　　　※当選者の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます 

レシピ提供：ＮＰＯマザーズエイド　山本えいこ


