
催事・講座

出版物

2010年
10月

1日
発
行

株
式
会
社
 西
鉄
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

中
島
由
紀
子編集

後記

観測史上初といわれた猛暑もようやく終わりました。
今年、ムーブは15周年を迎えました。これからも多様な講
座や事業を通して、みなさまに男女共同参画をアピールし
たいと考えています。今後ともよろしくお願いいたします。

平成18年度から北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”の指定管理者

女性起業家 支援塾（1996～）

『ジェンダー白書 1～7』

来館者
400万人
達成

ムーブのインチョン・デー

ムーブミュージカル
『扉（ドア）の向こうに』
公演

『男女共同参画
マンガコンクール』

開所15周年
『「ムービング」誌上講座
15年の歩み』発行

『進メ、理系女子。』
（内閣府助成事業）

Mother Tells about
“the Women′s Convention”など

『ジェンダー白書別冊
北九州市の男女共同参画
統計データ集  2008』

『世界中のひまわり姫へ』
（日本語版・英語版・韓国語版）

ムーブ就活塾（2009～）

7月「北九州市立女性セン
ター」として開所

ムーブフェスタ（1995～）
父（親）と子の食育講座
（1998～）

『女子差別撤廃条約
［名訳コンクール入選作品集］』
※パネルの貸し出しもしています

『Cutting-Edge
総集編版』

男性学（おとこのライフセミナー）
（1997～）

主な出来事

大連市から15周年の
祝状をいただきました

大連市からの訪問団（2009）

全国女性会館協議会
第4回事業企画大賞
特別賞　受賞（2010）
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パソコン講座（1995～）
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　ムーブは今年開所15周年を迎えました。オープニングイベントでは華やかな大人の女性おふたり
が、ポジティブでカッコイイ生き方について語ってくださいました。
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つなごう 若い力へ ～男女共同参画へのムーブメント～
ムーブ開所15周年記念事業

「～仕事、恋愛、婚活、介護～
   あなたのマイナスをプラスに変えてみませんか？」

「美しく生きる
   ～自分を輝かせるためには～」
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日　時
場　所
ゲスト

7月3日（土） 13：00～15：00
2階ホール
遙　洋子氏（タレント・作家）    
AHN　MIKA氏（ファッションモデル・タレント）

オープニングイベント

遙 洋子 講 演 会 講 演 会AHN MIKA

　なぜモデルという仕事についたかとい

うと、両親の影響がとても大きいです。

　私の家庭では女性として目鼻立ちがき

れいだという人が美人ということではな

く、一緒にいて「この人といたら気持ちが

いいな、清々しいな、なんでこの人と居る

とこんなに明るい気持ちになれるんだろ

う」そういった人間力を身に付けた人が

美人。そうなるための「4つの魔法」を母

親に教わりました。現在もその4つの魔

法を実践しています。

  4つの魔法 ～その1～

　1つ目は、お腹に力を入れて姿勢をよく

するということ。見た目の印象もですが、

健康にも密接につながっているというこ

とを知りました。

  4つの魔法 ～その2～　
　2つ目は、相手の目を見るということ。

自分の伝えたいことがあるときは相手の

目をしっかりと見て話をする。人は5秒以

上見ると緊張するので、私は相手と自分

の間の距離に視線をおき、たまに相手の

目を見たり、眉間の間に目線をおいたり

しています。そうやって相手に自分が向き

合おうとしている姿勢が大切なのです。

  4つの魔法 ～その3～

　3つ目は、口角を上げる。口角をずっと

あげているとそれだけで嫌な印象の人は

いない。あと笑顔は相手に移るんです

ね。笑顔の人を見ていて腹立つことはあ

まり無いと思います。

  4つの魔法 ～その4～

　4つ目は、相手に聞き取りやすい声と間

合いで喋るということ。本当に聞いてほ

しい時ほど一拍おいて自分の心で深呼吸

してから話をする。ゆっくり喋ると冷静

に言葉の処理ができます。

  魔法の効果

　この4つの魔法をずっと実践している

と母親がものすごく褒めてくれました。そ

して、褒められることによって私は少しず

つ自信を持ちました。

　大人になってわかったことですが、姿勢

をよくすると小顔に見えるし、体は暖かく

なり健康にも良く、所作も美しく見える。

そして、相手の目を見て口角を上げると

笑顔は人に移るので、一緒にいて朗らか

な気分になる人に、そして心はポジティブ

になるのです。

　それから、みなさんは知らず知らずのう

ちに生地やデザインなどその時々の社会

のメッセージが込められた服を着用して

いるんですよ。これにプラスアルファ、

もっと毎日を輝かしく楽しくするために

は、自分の長所、弱点を知ってファッショ

ンなどを工夫することで目の錯覚を起こ

させる。これでお互い褒めあう文化が生ま

れます。いつも持っている物を少し工夫す

るだけで発見が生まれ、コミュニケーショ

ンになります。

　相手が自分のファッションについて1つ

でも言ってくれると、自分のことを認めて

くれたという気分になりませんか。見てく

れてないと思っていたら見てくれているん

だ、だから別に贅沢して、すごくおしゃれ

してないといけないとか、常にきれいにし

ておかないといけない、とかいうことでな

く少し自分が気分を変えてみるだけでコ

ミュニケーションの1つになるのです。

  今後の仕事の目標について

　在日韓国人という立場を生かし、日韓

の懸け橋としてのお仕事を広げていきた

いです。

　女性の場合は、結婚、子ども、仕事を

どうするのかなど、迷いが多いですね。

私自身、悩みっぱなしの30年です。

　でも、自分がやりたいことから出発す

るとなかなか手探りで手ごわい。そこ

で、自分の立ち位置を知った上で、かな

う夢は何だろう、妥協できるところは何

だろうと歩み寄りの戦略を練った方が効

率的だと思います。ここでその戦略をお

話します。

  仕事について

　男女平等で、女性も男性と同じように

出世できる時代になったと言われます

が、果たしてそうでしょうか。男女平等

は、人によって実感が違います。私の場

合、喋る技術と言うのは状況が変わって

も、講演や執筆という形で生きていま

す。「これをキャリアと言うんだ」とわか

るのに10年かかりました。

　今から働く、まさに働いている女性に

戦略その1。世代が変わっても継続でき

るキャリアを磨いてください。

　世代が変わって意味が無くなるのは

しょせんその程度のものです。長く自分

を生かしてくれるキャリアを磨いたほう

が長期にわたってビジネスとして通用す

るということです。
　
  仕事、恋愛について
　両立している女性をメディアは拍手喝

采で褒めあげます。でも、私は拍手を送

ろうとは思いません。両立できなくて普

通だと思うからです。「男女平等、女性も

出世を狙いましょう」と仕事をしながら

恋愛、結婚を目指したら、うまくはいきま

せん。なぜなら、恋愛、結婚にはそれ相応

のメンテナンスが必要だからです。結局、

私はお付き合いした男性とのメンテナン

スの継続ができませんでした。

　そのとき女性学に出会いました。理由

が知りたい。こんなに頑張っても何も手に

入らない。この現実をどう理解すれば良

いのか、救ってくれたのは女性学でした。

　学問がこの訳の分からない社会を整理

整頓して教えてくれました。それが東京

大学の上野千鶴子ゼミです。3年間で

500冊の文献を読みました。与謝野晶

子、平塚雷鳥、ボーボワール、時代を超

え、国を超え大勢の人たちが書き残した

文献を読んでびっくりしました。なぜな

ら、私が理解できたからです。彼女たち

の苦悩を。文献は、「君に原因は無い。社

会に原因がある」ということを教えてくれ

ました。それは大きな発見であり、私の人

生の転機となりました。

　戦略その2。勉強する。社会がどんな

社会か知るということです。

　戦略その3。幾つも世界を持っていた

だきたい。1個で全否定されても他で肯

定してくれる世界を早くから持っていた

だきたいのです。

  介護について
　どんなに割り切って生きていこうと

思っても割り切れないのが、自分の親や

嫁ぎ先の親の介護です。介護をして実感

したことは、ひとりで背負えるものでは

ない、かと言って逃げられるものでもあ

りません。また、介護は常に不完全なも

のです。必ず断念しなければいけない時

がきます。そして、父母を見送った後は、

十分に介護をしてあげたのかと自分を責

めがちです。でも、私は父を見送った後、

「みんなに迷惑をかけて好きに生きた

ね」と思えたので、介護が不十分でも家

族は解放されました。

　ところが、母を見送った後は、「辛抱

だけの人生」という母の犠牲のもとに自

分たちがあると思うと、解放されません

でした。

　最後の戦略は、「好きに生きる」とい

うことです。嫌われても良い、好きに生

きてください。

　これは、死にゆく者の礼儀です。迷惑

かけても良い、次世代が見送った後にの

びのび人生を謳歌できるような死に方を

私もしたいと思います。

  今後の仕事の目標について
　話し言葉や見た目の印象、全てにポジ

ティブなメッセージが送れるような仕事

をしていきたいと思います。 　他にも、恋愛やここだけの話（テレビ
番組の裏側）など貴重なお話をお聴き
することができました。
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　市民企画事業は、市民の皆様が企画・実施する手作りの市民参加型事業です。
　参加団体には、会場や備品の無償提供を行っております。また、「男女共同参画
社会の形成」等をテーマに実施する団体には、ムーブが事業費の一部を助成し活
動を支援しました。なお、今年度は120の団体・個人が参加しました。

7月17日（土）13:00～14:007月17日（土）13:00～14:007月17日（土）13:00～14:00

7月9日（金）18：30～20：40
ムーブ5階 小セミナールーム
高齢DV被害者のエンパワーメントをめざす活動
　・高齢DV被害者の生活再建への援助
　・現状における問題点
　・行政との連携の仕組み
　・これからの活動に向けて

日 　 時
会 　 場
テ ー マ

●
●
●

　高齢者が家庭内で虐待を受けたと判断される事例報告は年々増加傾向にあり、被害者の3/4は女性、しかも80歳代が4割を占
めるなど、事態は深刻化しています。厚生労働省虐待防止対策推進室も「地域や関係者の支援ネットワークの構築等の対応が必
要」という見解を示しています。そこで現状を男女共同参画基本計画の重点分野の1つである「女性に対するあらゆる暴力の根
絶」に即して考察するために、今回のシンポジウムを開催しました。
　福岡県久留米市の「Ｓ・ぱーぷるリボン」協同代表がシンポジストとしてＤＶ高齢者支援とその後のプロセス、関連行政機関の
構成と連携システムの報告を行いました。同団体は行政内外の関連組織との連携システムが効果的に稼動した結果、シェルター
やＤＶ被害者支援能力を充実させ、全国のモデルとなるレベルの活動を行っています。
　福岡市、宗像市等からの参加者も含め、一般市民や行政担当者、ＤＶ支援活動関係者など約60名の参加があり、熱のこもった
意見交換もできました。アンケートでは、知らなかった分野のことがよく理解できた、支援システムの存在の周知が大切だと思っ
た、熱心な活動に感動した、ＤＶ支援活動に参加したい、高齢者を支えるのは高齢者だから自分（60歳）も支えることができるか
もと勇気が湧いてきた、などの意見が寄せられました。

「ＤＶＤＶ被害者支援被害者支援を考える」シンポジウム考える」シンポジウム「ＤＶ被害者支援を考える」シンポジウム
北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”、北九州シェルター共同事

業

　講演会、映画上
映会、作品展、コン
サートなどのイベ
ントをムーブ館内
にて連日開催。

フリーマーケットフリーマーケットフリーマーケット
 ムーブフェスタ期間中毎日開催。
今年も手作りのお菓子や雑貨など
のフリーマーケットが出店。

市民企画事業市民企画事業市民企画事業

7月3日（土）～25日（日）

つなごう　若い力へ ～男女共同参画へのムーブメント～

アカペラ、ボイスパーカッションコンテスト
日　時
場　所
ゲスト
司　会

7月10日（土）13：00～15：00
ムーブ1階 交流広場
原田 大地さん（福岡スクールオブミュージック専門学校生）
ムーブフェスタ2010実行委員会

イベント

原田 大地さん

▲ 左から特別賞GINTAさん、最優秀賞YABUKINGさん、原田大地さん、
　 優秀賞SiMさん

●シンポジスト （敬称略）

●コーディネーター　

梛尾　和枝（Ｓ・ぱーぷるリボン協同代表）

石本　宗子（Ｓ・ぱーぷるリボン協同代表）

冨安　兆子（北九州シェルター代表代行）
                                                  

　今年、開所から15周年を迎えテーマを
「つなごう　若い力へ～男女共同参画へ
のムーブメント～」とし、次世代を担う若
い世代の方たちに男女共同参画をもっと
身近に感じていただき幅広い年代層の方
にご参加頂きたいと考えました。
　そこで、TBS「ミュージックアワー」、
日本テレビ「行列の出来る法律相談所」
など数多くメディアで活躍し、また「You 
Tube」で絶大な人気ボイパーの原田大地
さんにゲストに来ていただきました。　
原田さんは小学校の時にフジテレビの
「ハモネプ」を観た影響　により独学でボ
イパを習得し、現在メディアで多彩に活躍
されています。音楽を通じて自分を表現し
ている原田さんとトークを行いました。

 
  トークの部

司　会  きちんと自分の目標を持ってい
るし、小学生の時に感動したボイパに向
けて一生懸命努力をして夢に向かって行
くのはとてもいいことですね。大地君は
音楽の専門学校に通っているそうです
が、今後の進路について話したりします
か？
原　田  専門学校のいい所は、大学とは
違いひとつの夢に向かい一致団結して頑
張っていくところです。学校の友達からは
いろいろな刺激を受けます。

司　会  今日は大地君のお父様がいらっ
しゃっています。最近の息子さんの活躍に
ついてどうですか？
原田（父）  おかげさまでなんとかやって
はいるようですが、やっと20歳になった
ばかりですから、みなさんこれからも応援
していただければと思います。自分の息子
のライブを見たことがないので、今日は
チャンスだと思って来ました。
司　会  息子さんが音楽学校に進みたい
と言ったとき、どうでしたか？
原田（父）  絶対反対でした。正直、音楽
だけで生活できるのはごく一部の人だけ
だろうと思いました。普通の学校に行って
普通の人生を選んだほうがいいのではな
いかと思いました。「音楽でやっていくの
なら、結果を出せ」と言ったら、メディアに
出たりと親を納得させる結果を出してき
たので、本人の意思の強さに負けまして、
「好きなようにやれ」ということに。
司　会  大地君がしっかりしているのはお
父様の一言があったから
かもしれませんね。
原　田  自分の意思も固
まって、自分が何をやりた
いかがわかってきて、それ
をぶつけても理解してくれ
ました。心配もしますが応
援もしてくれるので頼りに
しています。

司　会  一番の応援団ですね。親子の間で
理解しあうのはとっても大事です。今後も
日本と言わず世界で活躍してください。今
日は本当にありがとうございました。

　14の団体がダンスや舞踊、ファッ
ションショーなど、パフォーマンスを
繰り広げました。

7月1717日（土）10：00～16:40日（土）10：00～16:407月17日（土）10：00～16:40
サマーカーニバルサマーカーニバルサマーカーニバル
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　CMで耳にしたことのあるボイパの披
露や会場とのコミュニケーションなど、
原田さんが奏でる多種多様な音に会場
は感動につつまれました。

　13組の参加者がアカペラやボイス
パーカッション、ソロ、グループで競い、
とてもレベルの高いコンテストとなりま
した。

コンテスト、表彰式の部

ライブ

Moving  vol.61・62 October 2010 5Moving  vol.61・62 October 20104

 本当に大丈夫？

　背後から抱きつかれたら暴れるのではなく、まず「前にならえ」の姿勢
を取り相手の腕を払い除け、しゃがみ込みながら相手の腕から逃げるな
どの「セルフディフェンス（護身術）」を学びました。また、「間違いだら
けの防犯対策」として、具体的な防犯例を通し、日頃、安全だと思い込ん
でいる防犯ガラスや頑丈な鍵につ
いて、その落とし穴に気付かされま
した。どちらも目から鱗が落ちる
ような体験でした。日頃からの地
域の人々とのコミュニケーション
が、最も大事な防犯対策につなが
るということを学びました。

防犯力防犯力
パワーアップパワーアップ
教室教室

防犯力
パワーアップ
教室


