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鈴鹿市男女共同参画センター

2022

1月

日本では，家事や子育ての負担が女性に偏るケースが多いこともあり，政治分野への
女性進出が遅れています。そこで，議員という仕事や政治への関心を持っていただくため，
セミナーを開催します。
【とき】2022 年 2 月 12 日（土）11：00～12：00
【ところ】男女共同参画センター（神戸 2-15-18）

【定員】先着 50 名

【参加費】無料

【託児】定員 5 名 6 カ月～未就学児 無料
（申込締切 1 月 27 日（木） 17 時まで）

【講師】三浦 まり氏（上智大学法学部教授）※オンラインで出演

【申込み】1 月 20 日（木）から，直接，電話，ファクスまたは電子メールで男女共同参画課へ

～いつでも どこでも 誰でも，働き，学べる世の中へ～
鈴鹿市では，コロナ下で地域活動に制限がかかるなか，市民が笑顔と活力を取り戻す方策はない
かと考え，男女共同参画社会の実現を主眼のひとつに「Empowered JAPAN」の提供するデジタ
ル人材育成プログラムへ参画しています。
新しい生活様式のひとつであるテレワークは，男女を問わず個人のライフスタイルに合わせた働
き方を可能にするものです。
いつでも，どこでも，誰でも，働き，学べる世の中へ向けて，参加してみませんか。
例えば，このような方に。
◆子育てや介護等のライフステージと両立できる働き方を目指している。
◆通勤圏内にとらわれず自らのスキルを活かせる働き方を目指している。
◆デジタルスキルを強化してキャリアデザインチェンジ・キャリアアップを図りたい。
◆コロナウイルスだけではなく，地震や豪雨などの自然災害時にも業務を継続できるテレワークを導入したい。
◆テレワーカーのマネジメントスキル習得を通じて，遠隔人材を獲得することに興味がある。

お申込みについては，ジェフリーすずかのホームページ関連リンクのメールフォームより
“Empowered JAPAN 受講希望”とご記入の上，送信してください。 ジェフリーすずか EmpoweredJAPAN
ホームページ

ホームページ

※コースは「個人向けコース」「企業向けコース」の 2 種類あります。
※「企業向けコース」をご希望の場合，お問い合わせ内容にご記入ください。
※講座は無料です。なお，通信費はお客様のご負担となりますので，予めご了承ください。

お詫びと訂正：ジェフリーすずか通信 12 月号に掲載いたしました記事において，誤りがありました。
読者の皆様にお詫び申し上げるとともに，次のとおり訂正いたします。

4 ページ目 下部分 年末年始の休館情報 （誤）12/28～1/4 （正）12/28～1/3

～性暴力被害者のための夜間休日コールセンターを設置しました～
内閣府は，令和 3 年 10 月 1 日，
「性暴力被害者のための夜間休日コールセンター（以下「コ
ールセンター」という。
）
」を設置しました。
今回は，コールセンターなど，内閣府が取り組む性暴力被害者の相談支援について紹介します。

１）ワンストップ支援センターとは

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センタ

ー（以下「ワンストップ支援センター」という。
）は，性犯罪や性暴力の被害者に対して，心身の
負担を軽減するため，被害直後から相談を受け，緊急避妊薬の処方，証拠採取などを行う医療的な
支援のほか，心理的支援などを可能な限り一か所で提供する，地域における被害者支援の中核的組
織です。性犯罪・性暴力被害者支援のための交付金を活用し，全都道府県に設置されています。

2）コールセンターの設置について

内閣府が令和元年度に実施したワンストップ支援セン

ターの調査（※1）によると，24 時間，相談を受け付けているワンストップ支援センターの電話
相談件数のうち，17 時から翌朝 9 時までの割合は約 40％となっており，ワンストップ支援セ
ンターの 24 時間 365 日運営の実現は重要な課題です。しかしながら，人材面・財政面の課題
も大きく，現在，24 時間 365 日運営しているのは，21 都道府県にとどまっています。このた
め，内閣府では，本年 10 月 1 日，コールセンターを設置し，夜間休日も相談に対応できるよう
になりました。性暴力に関するご相談は，いつでも，全国どこにいても，全国共通短縮番号「＃
８８９１（はやくワンストップ）
」
，もしくは最寄りのワンストップ支援センターの電話番号にお
かけください。ワンストップ支援センターの運営時間外は，コールセンターが相談を受け付け，
ワンストップ支援センターと連携して支援を行います。安心してご相談ください。
（※1）性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを対象とした支援状況等調査報告書（令和 2 年 3 月）
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/chousa/r02_top.html

3）「＃8891」と「キュアタイム」について

内閣府では，令和 2 年 10 月に，上記の全国

共通短縮番号「＃8891（はやくワンストップ）
」を導入しました。
「＃8891」におかけいただけれ
ば，最寄りのワンストップ支援センターにつながります。
また，毎週月・水・土の 17 時から 21 時には，チャットで相談できる性暴力に関する SNS 相談
「Cure time（キュアタイム）
」（https://curetime.jp/）を実施しています。

12 月 4 日（土）
ジェフリーすずか ホール

事業報告

ジェフリーすずかでは，12 月 4 日（土）にリコチャレ 2021 を開催しました！
リコチャレとは男女を問わず理工系への関心や興味を持ってもらうためのイベントです。
今回 27 名のお子さんがお母さんやお父さんと一緒に参加してくれました。

ビギナーコース オリジナル石けん作り
液体石けんと食塩水を混ぜて起こる化学反応を観察し
たり，絵の具を使った着色や，物質の特徴を利用して成型
するなど，身近にある材料を使って体験できました。

ビギナーコース チタンアート
チタンが電流の強さによっていろんな色に変わる色付け
の工程に参加者の皆さんは興味津々！
ハンマーで名前を刻印したり，ハンドグラインダーで文字や
絵を書いたり，様々な加工を施して自分だけの作品を
作る体験ができました。

チャレンジコース 色素増感太陽電池でオルゴール作り
次世代の太陽電池である「色素増感太陽電池」の作製に
チャレンジ！光触媒としても知られている酸化チタンの構造を学び，
太陽光が電気に変わるエネルギー変換を体験しました。

おうちで実験！オリジナル石けんを作ってみよう
用意するもの プラカップ（A と B），食塩（○○酸カリウムなどのカリウム塩），水，液体石けん，ガーゼ，
ろう斗（なくても OK），スプーン，ペーパータオル，クッキー型，チャック付きの袋，はさみ

オリジナル石けんの作り方

（4）空になったプラカップ B の上に
ろう斗とガーゼを図 1 のようにのせ，
（1）プラカップ A に液体石けんを入れる【①】
③をすべて流し込む。

（2）プラカップ B に飽和食塩水をつくる【②】 （5）ガーゼの上に残った固形物を手で
しぼり，ペーパータオルの上でできる
だけ水分を取りながら平らに固める。
（3）①の液体石けんをスプーンで混ぜながら，
②の食塩水をゆっくりと加える。【③】
（6）クッキー型を使って，石けんを好きな形に
☆状態の変化をよく観察してみよう

くり抜き，石けんを乾燥させてできあがり！

【嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え】（ダイヤモンド社）
著：岸見 一郎・古賀 史健

フロイト，ユングと並ぶ心理学三大巨匠の一人，アドラー。
日本では無名に近い存在ですが，欧米での人気は抜群で，多くの自己啓
発書の源流ともなっています。本書では，アドラー心理学の第一人者で
ある岸見一郎氏がライターの古賀史健氏とタッグを組み，哲学者と青年
の対話篇形式で彼の思想を解き明かしていきます。

新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い，様々な理由で困窮している女性に対して
生理用品を無料で配布しています。

【配布場所】 ①健康福祉政策課

在庫あります！

③子ども家庭支援課

②市民対話課

④公益財団法人 鈴鹿国際交流協会

⑤社会福祉法人 鈴鹿市社会福祉協議会

⑥鈴鹿市男女共同参画センター ジェフリーすずか

1 月 January 2022

059-381－3118（直通）
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相談日：毎週火・木・金曜日
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（第 4 金曜日・休館日を除く）

時
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10：00～12：00（午前）
13：00～16：00（午後）

・女性の相談員が対応します。
・相談は無料です。
・相談内容などの秘密は厳守します。
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・必要に応じ，面接相談，市役所担当課等をご案内します。
・話し中の場合は，時間をおいておかけ直しください。

〇：相談日

至

鈴鹿市男女共同参画センター

四日市市

（愛称：ジェフリーすずか）
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三重県鈴鹿市神戸二丁目 15 番 18 号
（かんべ再開発ﾋﾞﾙ 3 階）

TEL059-381-3113 FAX059-381-3119
E-mail danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp
ジェフリーすずか
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