Information
移

「子育てしながら、働くには？」
県立大学
だ
ま
し
—届け！ママと学生の声!!—
動ゼミin
静岡県立大学国際関係学部“犬塚ゼミ”の学生と、
「いきい
き子育て勉強会」の受講生による「子育ての現状と課題に関する意見交換会」
がプラザおおるりで開催されました。
子育て中のママ達からは「夫の帰りが遅いなかの子育ての苦労話」や、
「地
域やこのような学習会参加で、助けられたこと」
「企業も残業や出張を減ら
す工夫をし、子育て世代を支えてほしい」など、活発な意見が出ました。
この内容は、県大生から静岡県子育て未来課へ少子化対策の政策提言とし
て、しっかり届けられます。

群れて
楽し〜い!

みんなでワイワイ～ガヤガヤ

男同士でCooking
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in 初倉西部ふれあいセンタ－

－お父さんだって子育て講座―

俺's

恒例となりました、この『パパ講座』、今回のテ－マ
は
『パパとふれあい運動会＆いも煮汁』と『そば打ち＆
焼き芋大会』です。
地元の有志、河村&大向 両氏を講師に、一足早い
年越しそばに舌鼓を打ちました。勿論、太いそば有り、
ちぎれたそば有り。
考えたらこの講座も《シニアパワ－》に支えられています。地元の二人に加
え、いつもの“OYAJIS”に新人OYAJIの渡辺氏が加わり、主催の“まいせる
ふ”も入れると、シニアパワ－全開どころか大爆発です。
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―料理男子―
in 島田樟誠高校

今回の俺’ｓ キッチンは、
『島田樟誠高校
を取材しました。

調理部

調理部』にお邪魔し、彼らの取り組み

インタビューに答えてくれたのは、部長の和田さん、副部長の滝さん、深沢さんです。

左から和田さん、滝さん、
深沢さん

お や じ ー ず

講座のお知らせ

託児付き
無料

『女性のためのステップアップ講座
（全２回）
～交流から広がる私の未来～』
日時：平成29年２月９日㈭、23日㈭10時～12時
会場：プラザおおるり 第３多目的室
講師：あざれあ交流会議 滝和子氏
講座のお申込みは、静岡県男女共同参画センター交流会議へ
電話：054-250-8147 FAX：054-251-5085
E-mail：azareachiiki@gmail.com

島田市男女共同参画啓発
推進員を募集します！

対象：市内在住・在勤で20歳以上の方
「パレッ
内容：市が行う啓発事業への協力及び啓発活動、
ト」の編集
応募：島田市協働推進課へ

島田市女性相談

『誰もが働きやすい職場づくり
～女性活躍推進とワーク・ライフ・バランス～』

要予約・無料

家族や夫婦の問題、仕事の悩み、自分の生き方など、
ひとりで悩まないで相談してみませんか。専門の女性
相談員と一緒に解決の糸口を探しましょう。

日時：平成29年２月15日㈬13時30分～15時30分
会場：プラザおおるり 大会議室
講師：静岡県立大学国際関係学部教授 犬塚協太氏
静岡労働局雇用環境・均等室長 和田秀美氏
講座のお申込みは、島田市協働推進課へ

編集
後記

一緒に
パレットを作って
みませんか？

調理部に入ろうと
思ったのは？

◦相 談 日：毎月第１・第３金曜日
◦時
間：13時～ 16時30分のうち60分間
◦会
場：プラザおおるり会議室
ご予約は島田市協働推進課へ 電話 36-7121

朝晩の寒さも厳しくなる11月。道悦島まちづくり委員会の元気市を取材中、メンバーのパワーに
負けじと太陽の日差しが照りつけ、私の襟元は季節外れの日焼けで真っ赤になりました。何もなかっ
た玄関口である六合駅に人が集まり、元気市で地域の人に会い、何を買ったのかお互いのかごを覗い
たり、くじ引きで当たった物を見せ合い会話が弾む…子供からお年寄りまで笑顔が絶えない光景でし
た。そこは、住民たちのアイデアで溢れ、住民同士が活躍できる場所になっていました。私もこの地
を選び子育てをしているので、地域の繋がりがあるというのは本当に心強く感じました。（大村）

編 集：島田市男女共同参画啓発推進員／大村敦子・北川有香・杉本章子・蛭田ひとみ
事務局：島田市協働推進課 TEL：36-7121 FAX：34-1425 E-mail：kyodosuishin@city.shimada.lg.jp
−４−

将来、家庭の中で
の家事は？

将来、料理人に
なりたいから。
調理実習の時に
楽しいと感じた
から。

全然抵抗なくや
れると思う。
パートナーと話
し合って、やれ
る方がやればい
いと思う。
部員数24人の文化部最大の部活！

シンクもガスコンロもピッカピカ☆家事力のある男子たち
文化祭直前の忙しいときにもかかわらず、快く対応してくださった皆さん。その様
子をうかがっていると、段取りが身についているメニューということもあってか、そ
れぞれが自主的でスムーズに作業していて、部員同士の信頼関係が感じられました。
また、使った布巾は洗濯し乾いたら色別にたたむ、砥石で包丁を研
ぐ、シンク、ガスコンロ、食器棚など調理室内の清掃がかなり行き
届いている…など、料理に付随した清掃なども部員が当然のことと
しておこなっているとのこと。家事力の高さを見せられ驚くととも
に、将来がとても楽しみだと感じました。

〜パウンドケーキ〜

文化祭でも
販売された
人気の
キ
本格派ケー

＊材

料＊

（21cmパウンド型1個分）

・薄力粉…………………………100g
・無塩バター……………………100g
・砂糖… ………………………100g
・卵……………………100g（2個）
・ベーキングパウダー………小さじ1
・フルーツのラム酒漬け………… 50g

−１−

＊作り方＊
①室温に戻したバターをボウルに入れ泡立て器でク
リーム状に混ぜる。
②砂糖を2回に分けて加え、空気がバターに十分入
り、白くふわふわの状態になるまでよく混ぜる。
③卵を1個ずつ加えて手早く混ぜ合わせる。
④薄力粉を加え切るように混ぜる。
⑤フルーツを加える。
⑥型に入れ、170℃のオーブンで40分焼く。

湯日の
子どもたち
を見守る会

設立は？
母親達から、湯日にも「放課後児
童クラブ」が欲しいネ！…という声。

経過
その要望のもと、平成27年７月

今回のパレットは、
地域で若い世代を支えながらも、
みずからも生き生きと輝いている
シニア世代のレポートです!!

道悦島
まちづくり
委員会

に「湯日の子どもたちを見守る会」
が設立されました。

設立は？

二人の想い

六合駅周辺を中心に地域の活性化と住民同士の絆づくりを目的
に道悦島まちづくり委員会が４年前に設立された。清掃活動や、毎

活動を通して感じることは
月第２、４土曜日に駅前にある道悦島公民館広場で『採れたて元気
設立は？

設立は？
思い思いの場所でまずは宿題

る拠点を何とかしなければと感じていた。大きなことはできないけ

活動を通して感じることは

設立は？

設立は？

30年前に六合駅ができた当初、周辺に何も無く、この人の集ま

これからの
れど、まずは駅前にある汚れたトイレを綺麗にすることから始まった。
目標

委員長 永田宗雄さん

経過

市』を開催中。

朝市では野菜の販売だけではなく、幼稚

現実問題として、下湯日の子と吹木の子は遠すぎて

園児の太鼓演奏などのイベントや縁日も

放課後遊べない…よって、自宅でゲームに熱中！

二人の想い
この会の運営者、富永さん、松本さんは、まず支援者を集め、

母親達からアンケートを取り、何回も会議を重
経過

これからの
やっている。少しずつお客さんも増えて、

目標
リピートでまた来てくれる。メンバーも自分たちで育てた野菜が売れるのは嬉しいし、
活動を通して感じることは

設立は？

それが活力になっている。同じ地域に住んでいるのに、挨拶もしないということはした

ねて、学校から程近い「初倉西部ふれあいセン

くない。一個人では難しいことも、町内で声掛けをしたり、皆の力が必要だと思う。

ター」に開所することを決めました。

これからの
目標

二人の想い

耕作放棄地で作った自慢の野菜！

以前、小学校の運動会に模擬店を出したことがある。自治会とタイアップしてイベントをしたり、メン

芭蕉庵はこんなところ

バーに若い人を増やしたり、活動を続けていくためにも、うまくバトンタッチをしていきたい。

左から、松本さん、富永さん

当初、７人でスタート、現在は19人の児童が

学校帰りに立ち寄ります。思い思いの場所で宿題を始め、
終わるとそれぞれ遊び始めます。
「子どもが好きなんです。自然と子どもたちの中に自治のルールができまし
た。１日の流れはスムーズになったよ」と松本さん。
異学年で触れ合い、地域の人達とも会話がはずみます。
「悪い事、危険な事をしたら、ちゃんとしかるよ！」と富永さん。
２人は同級生とか。
この見守る会を通じて、
子ども、母親、支援者
とのつながりが出来、

川越街道を
愛する会
〜芭蕉庵〜

設立は？
18年前からボランティアで運営開始。元々は空き地だったと
ころに市が建物を建てて、運営は川越街道を愛する会がやってい

設立は？
芭蕉庵はこんなところ
る。メンバーは40代～
80代の男女15名。当時は毎日営業してい
たが、平成24年～土日営業に変更。

将来的には

日営業したい。
もっと人の集う、世代を超えて交流で
きる場所にしたい。30代メンバー募集中。
一緒に盛り上げていきたい。

芭蕉庵はこんなところ
目的は居場所づくり。地元の方が寄っておしゃ

べりする場所でもあり、川越博物館を観光地に選

て面倒をみてくれます。

将来的には
ぶ旅人達と出会う場所。不思議となじんで話をし

湯日のまちの活性化

ていってくれる。思い出・おもてなしのおみやげ

にもつながったらと、

を渡す場所。観光地ならではで十人十色いろんな

２人は満面の笑みで話

−２−

今、土曜・日曜営業だが、できれば毎

子どもたちも地域の人も巻き込んで、

卒業した子が立ち寄っ

します。

将来的には

方との出会いがおもしろい。

名物は江戸珈琲。玉こんにゃくは絶品!!

この日当番の林さん、大石さん、川原さん

−３−

