
　国の令和４年度男女共同参画週間のキャッチフレーズが「『あなたらしい』を築く、

『あたらしい』社会へ」に決まりました。

　「男だから」「女だから」といった性別で、無意識に役割分担をしてしまうことは

ありませんか。個性と多様性を大切にする社会、そして、自分の可能性を信じ、誰も

が生きがいを感じられる社会の実現のためには、男女が互いに尊重し、それぞれ

の「あなたらしさ」を発揮することが大切です。

　区でも、アンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み)による生きづらさの解消

など、男女共同参画社会の実現に向けて、第８期大田区男女共同参画推進プランに

基づき、男女共同参画のための情報誌「パステル」の発行や男女平等推進センター

(エセナおおた)での講座やイベントなど、さまざまな施策に取り組んでいます。

6月23日●～29日●木 水

令和4年度

男女共同参画のための情報誌
「パステル」

▲
第８期大田区男女共同参画推進プランの

詳細はコチラ

▲
男女平等推進センター「エセナおおた」で実施する

講座やイベントの情報はコチラ

■ 令和４年度 内閣府男女共同参画週間キャッチフレーズ

『あなたらしい』を築く、
　　『あたらしい』社会へ

　「未来を描く 十人十色のハーモニー」をテーマ
に、各方面で活躍している方のインタビューや
ワーク・ライフ・バランス、女性活躍など、男女共同
参画に関する記事を掲載しています。
　第127号（令和４年春号）の特集は「スポーツと
男女共同参画」です。巻頭インタビューは、元
大相撲力士で、現在はスポーツキャスターとして
活躍されている舞の海秀平さんです。オリンピック
における男女平等や女子相撲についてお聞きし
ました。
　区役所本庁舎や区施設などで配
布しています。ぜひ、ご覧ください。
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エセナおおた

東京衛生学園
専門学校

ハローワーク大森

「エセナおおた」に行こう！

相談窓口のご案内

エセナおおたは、
男女共同参画社会の実現を目指す活動拠点施設です。
講座・講演会の開催、情報収集・発信、
交流の場の提供などを行っています。

大田区立男女平等推進センター「エセナおおた」
〒143-0016 大田区大森北4-16-4
TEL：03-3766-4586　FAX：03-5764-0604

教えて！上野千鶴子さん
ジェンダー研究から学ぶ
私たちはどう生きるか

講演名

講師：上野千鶴子さん

令和４年５月28日（土）、
７月23日（土）、
９月24日（土）
14:00～15:00
ぴよたまクラブde
えほんのじかん

令和４年毎月第２月曜
10:00～12:00
（第２月曜が祝日の場合は
翌日火曜に開催。）
ママたちのオンライン
ほっとカフェ

このマークは、目の不自由な方などのた
めの「音声コード」です。コードの位置を
示す切り込みを入れています。スマート
フォンや専用の読み上げ装置で読み取
ると、記載内容を聞くことができます。

大 田 区 男 女 共 同 参 画 の た め の 情 報 誌

巻頭インタビュー
元大相撲力士、スポーツキャスター

舞の海秀平さん

スポーツと
男女共同参画
スポーツと
特集

ひと・まち・カラフル
おおたの窓から

東京モノレール
株式会社

おおたの窓から

社会学者の上野千鶴子さんを講師に、オンライン講演会を開催しました。
日本社会のジェンダーに起因する様々な課題、一人ひとりが自分らしい
選択をする力、知恵や感性を磨くヒントなどについてお話いただきました。

月・金･･･････････････････10:00 ～ 13:00
火・木 ･･････････････････13:00 ～ 16:00
水 ････････････････････････････18:00 ～ 21:00
土 ････････････････････････････13:00 ～ 19:00
（年末年始を除く）
※相談受付は終了時間の30分前まで

月～金･･････････････････････9:00 ～ 17:00
（祝日・年末年始を除く）

第２・４金曜日17:00 ～ 20:00
（祝日・年末年始を除く）
※相談受付は終了時間の30分前まで

具体的なアクションに
つなげられる、

内容の濃い講演でした。

女性として
将来や進学を
選択していく上で、
大変参考になりました。

よりよい社会を
つくっていくため、
自分も頑張ろうと
勇気付けられました！

女性のための
たんぽぽ相談

DV相談ダイヤル

男性相談ダイヤル

03-3766-6581

相談内容 相談日時

詳細内容は
QRコードから
アクセス

TEL

03-6423-0502

03-6404-6020

編集・発行／
大田区 総務部 人権・男女平等推進課
〒144-8621　大田区蒲田５-13-14
TEL：03-5744-1610　FAX：03-5744-1556
令和４年３月発行

過去のバックナンバーは
大田区ホームページに掲載しています。
ご意見・ご感想もこちらの
ホームページからご入力いただけます。

※臨時休業や時間変更など最新情報は区ホームページでご確認ください。

QRコードから
アクセス

東京モノレール東京モノレール
株式会社

Information
「エセナおおた」に行こう！／
相談窓口のご案内

※日程変更など最新の情報や詳細
　はホームページをご覧ください。

JR京浜東北線 大森駅より徒歩８分。
駐車場はありません。

オンライン講演会を開きました 今後の注目イベント

詳細内容は
QRコードから
アクセス

相談無料、秘密厳守

ジェンダーについて
歴史やデータをもとに
わかりやすくお話いただき
知識が深まりました。

受講者の
感想

▶日時・会場
　６月21日(火)～28日(火)＝大森駅歩道橋(大森駅北口改札付近)
　６月24日(金)午後１時～30日(木)正午＝区役所本庁舎３階

男女共同参画週間パネル展
男女共同参画週間にちなんだ展示を行います。

「パステル」はコチラ▶

品川区と
同時開催

問合先　人権・男女平等推進課男女平等推進担当　☎ 5744－1610　FAX 5744－1556

特集号
令和4（2022）年

6月17日発行

男女共同参画特集号



第8期大田区
男女共同参画推進プランの基本理念 誰もが認め合い、 笑顔つながるまち　おおた

人権侵害や男女平等などに関連する相談窓口です。まずは相談してみましょう！

　

相談内容 相談先 電話・FAXなど 相談内容 相談先 電話・FAXなど

　

　

外国人のこと

おおた国際交流センター(Ｍinto Ota)
　●外国人の方の生活相談
東京法務局
「外国人のための人権相談ダイヤル」
（英語、中国語、ハングル、フィリピノ語、
 ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、
 スペイン語、インドネシア語、タイ語）

☎６４２４－４９２４   FAX ６４２４－４９２６

☎０５７０－０９０９１１

子どものこと

子ども家庭支援センター
　●総合相談
　●虐待通報専用ダイヤル
東京都品川児童相談所

東京法務局「子どもの人権110番」
東京都教育相談センター
　●いじめ相談ホットライン(24時間対応)
教育センター
　●教育相談

（共通）
☎５７５３－７８３０   FAX ３７６３－０１９９
☎５７５３－９９２４
☎３４７４－５４４２   FAX ３４７４－５５９６
（月～金曜、午前９時～午後５時）
☎１８９（児童相談所全国共通ダイヤル）
（上記以外の時間帯）
☎０１２０－００７－１１０
　
☎０１２０－５３－８２８８

☎５７４８－１２０１   FAX ５７４８－１３９０

高齢者のこと

大森地域福祉課
調布地域福祉課
蒲田地域福祉課
糀谷・羽田地域福祉課
高齢福祉課

☎5764－0658  FAX 5764－0659
☎3726－6031  FAX 3726－5070
☎5713－1508  FAX 5713－1509
☎3741－6525  FAX 6423－8838
☎5744－1250  FAX 5744－1522

セクシュアルハラスメント・
労働問題に関すること 東京都ろうどう110番 ☎0570－00－6110

男女平等に
関すること

東京法務局「女性の人権ホットライン」
東京ウィメンズプラザ「男性のための悩み相談」

☎0570－070－810
☎3400－5313

人権に
関すること

東京法務局「みんなの人権110番」
（公財）東京都人権プラザ

☎0570－003－110
☎６７２２－０１２３

性自認・
性的指向に
関すること

Ｔｏｋｙｏ ＬＧＢＴ相談専門電話相談 ☎０５０－３６４７－１４４８

ひとりで
悩んでいる人 東京いのちの電話（24時間対応） ☎3264－4343

インターネット
被害のこと

東京法務局人権擁護部
警視庁サイバー犯罪対策課
東京都人権プラザ
こたエール
（東京こどもネット・ケータイヘルプデスク）

☎0570－003－110
☎5805－1731
☎6722－0124
☎0120－1－78302

犯罪被害者のこと （公社）被害者支援都民センター警視庁犯罪被害者ホットライン
☎5287－3336
☎3597－7830

エイズのこと 東京都HIV／エイズ電話相談 ☎３２２７－３３３５

同和問題のこと 人権・男女平等推進課 ☎5744－1148  FAX 5744－1556

障がい者のこと

さぽーとぴあ（障がい者総合サポートセンター）
　●相談支援部門
　●大田区障害者虐待防止センター
大森地域福祉課
調布地域福祉課
蒲田地域福祉課
糀谷・羽田地域福祉課
障害福祉課
東京都立中部総合精神保健福祉センター

（共通）
☎5728－9433  FAX 5728－9437
☎6303－8819
☎5764－0657  FAX 5764－0659
☎3726－2181  FAX 3726－5070
☎5713－1504  FAX 5713－1509
☎3743－4281  FAX 6423－8838
☎5744－1700  FAX 5744－1555
☎3302－7711

～ひとりで悩まず、相談してみませんか～～ひとりで悩まず、相談してみませんか～ 相談無料 ・ 秘密厳守

▶募集内容　「家庭」部門、「仕事」部門、「子供・若者」部門
▶応募資格　都内在住・在勤・在学　
▶応募方法　東京都HPの応募用専用ページから
　　　　　　ご応募ください。
　　　　　　●タイトル　　20文字以内　
　　　　　　●エピソード　400字以内
▶応募締切　7月18日
１人何点でも応募可。抽選で400名の方に感謝品を進呈します。

東京都から「無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)に関わるエピソード」募集のお知らせ

あなたのエピソードが動画になるかも！ 募集の詳細は東京都HPをご覧ください。   

　「男性は理系、女性は文系」「家事や育児は女性が得意」「男の子は泣かない」など、
「男性だから」「女性だから」といった性別を理由とした役割分担の『思い込み』『決め
つけ』『押しつけ』を感じたことはありませんか？
　自らの希望や意思により多様な生き方を選択するには、固定観念にとらわれず、
性別に関係なく活躍できるという意識を社会全体に根付かせることが重要です。
　東京都では、都民の皆さんとともに考え、気付き、意識を変えていくため、このよう
な性別を理由とした「無意識の思い込み」に関するエピソードを募集します。

女性のさまざまな悩みについての相談を
女性相談員がお受けします。

月・金曜 午前10時～午後1時
火・木曜 午後1時～4時
水曜 午後6時～9時
土曜 午後1時～7時
（受け付けは30分前まで）

☎ 3766-6581
面接相談には、予約が必要です。

©大田区

▲
詳細はコチラ

女性のためのたんぽぽ相談

　新型コロナウイルス感染症等の影響により、生活への不安やストレスから問題を抱えている方が増えています。
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▶受付時間　午前8時30分～午後5時（土・日曜、休日、年末年始を除く）

お住まいの地域を担当する生活福祉課
大森生活福祉課・・・☎ 5843-1028
調布生活福祉課・・・☎ 3726-5551

蒲田生活福祉課・・・・・・・・・・・☎ 6715-8800
糀谷・羽田生活福祉課・・・☎ 3741-6521

配偶者暴力(DV)に関する相談をお受けします。

DV相談ダイヤル

☎ 6423-0502
▶受付時間　午前9時～午後5時(土・日曜、休日、年末年始を除く）

男性のさまざまな悩みについて男性相談員がお受けします。

男性相談ダイヤル

☎ 6404-6020
▶受付時間　第2・4金曜　午後5時～8時　(受け付けは30分前まで） （休日、年末年始を除く）

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

HP＝ホームページ

▶問合先　東京都生活文化スポーツ局 男女共同参画課　☎５３８８－３１８９


