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● 「「「「男男男男女共同参画社会女共同参画社会女共同参画社会女共同参画社会づくりづくりづくりづくり講演会講演会講演会講演会」」」」    をををを開催開催開催開催しますしますしますします。 

あびこ女性会議では毎年一回、市と共同でイベントを開催しています。 

今年は、子育て・介護の問題を取り上げ、皆さまと一緒に考えていきます。 

なんでこんなになんでこんなになんでこんなになんでこんなに大変大変大変大変なのなのなのなの？！？！？！？！    日本の子育て・介護のゆくえ日本の子育て・介護のゆくえ日本の子育て・介護のゆくえ日本の子育て・介護のゆくえ    

        待機児童、孤独な子育て、介護離職、育児と介護のダブルケア… 

誰もが抱えるケアへの不安や負担は、社会のあり方次第で変わってきます。 

海外との比較から日本の福祉・労働政策の問題点を考えます。 

１０月２２日（土）午後２時～４時 （１時 30 分開場） 

場所 アビスタ・ホール     

講師 山根純佳
や ま ね す み か

さん（実践女子大学人間社会学部准教授） 

 

   問・申  あびこ女性会議・濱田（Tel・Fax04-7183-2789）  

または、我孫子市役所男女共同参画室 

（Tel 04-7185-1752  Fax 04-7185-1520）へ        

※託児（２歳から就学前）があります。 

１０月１４日（金）までにお申し込みください。 

 

● 「「「「市民市民市民市民のチカラのチカラのチカラのチカラ    我孫子我孫子我孫子我孫子のこれからフォーラムのこれからフォーラムのこれからフォーラムのこれからフォーラム」」」」    にににに参加参加参加参加しますしますしますします。。。。    

  あびこ女性会議は９月 24・25 日「市民のチカラ」で、我孫子市九条の会、新日本婦人の会我孫子支部、 

子どもを平和の中で育てようあびこ市民の会、キッズ＆ピース我孫子と共に、次の企画をしています。 

テーマテーマテーマテーマ：平和都市我孫子を子どもたちに引き継ぐ平和都市我孫子を子どもたちに引き継ぐ平和都市我孫子を子どもたちに引き継ぐ平和都市我孫子を子どもたちに引き継ぐ    

9999 月月月月 24242424 日日日日((((土土土土))))    午後１時～３時午後１時～３時午後１時～３時午後１時～３時        けやきプラザ７階研修室けやきプラザ７階研修室けやきプラザ７階研修室けやきプラザ７階研修室    

内容：平和についてよくわかる短編ＤＶＤを見て平和について考えます。 

我孫子市のさまざまな平和の取り組みも紹介します。 

入場無料 定員 50 人  ＊皆さまのご参加をお待ちしています。 

問合せ：我孫子市役所市民活動支援課 TeL04-7185-1467 Fax04-7185-5777 

 

講師の山根純佳（やまね すみか）さんは、１９７６年横浜市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科 

博士課程終了。社会学博士。山形大学准教授を経て、2015 年から実践女子大学人間社会学部准教授。 

著書に「産む産まないは女の権利か―フェミニズムとリベラリズム」（2004 勁草書房）、「なぜ女性は 

ケア労働をするのか―性別分業の再生産を超えて」（２０１０ 勁草書房）ほか。 

あびこ女性会議あびこ女性会議あびこ女性会議あびこ女性会議    会員募集会員募集会員募集会員募集    

定例会や学習会を、毎月第一木曜日午後 1 時 30 分～4 時、市民活動ステーション 

（けやきプラザ 10 階）で行っています。お気軽にお立ち寄りください。 

年会費 1,000 円   連絡先：あびこ女性会議代表・濱田洋子 ℡04-7183-2789 

無料 要申込 

先着 100 人 


