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全国地域婦人団体連絡協議会関東ブロック会議 開催
テーマ
「次世代が幸せな社会であるために〜今、健康で元気に〜」
期日：平成 30 年 11 月 1 日㈭〜 2 日㈮

11月1日㈭

会場：ホテルメトロポリタン長野

1 都 10 県 1 市 400 名
（県外 215 名、県内 165 名）
が参加しました。
開会行事、
基調講演、
分科会、
懇親会

開会あいさつ


長野県連合婦人会会長

中條

智子

私たち婦人会は全国地域婦人団体連絡協議会として、昭
和 27 年に誕生して今年で 66 年になります。また、長野県
連合婦人会は終戦の翌年、昭和 21 年５月に結成し 72 年を
迎え、平成 24 年４月から一般社団法人に移行しました。
私たちは「会員の友愛と協力・資質の向上」とともに「世
界平和に貢献すること」を目的として活動、
これからも「男
女共同参画社会の推進」をはじめとして「平和運動」
「消
費者問題」
「子育て」
「教育」
「健康」など、重要な項目をテー
マに取り組んでまいります。また、平成 26 年度からはお
互い声を掛け合い地域を元気にして、子供の育ちを応援す
る「信州あいさつ運動」を県と共に展開しています。私た
ちの活動の原点は「誰もが安心して生き生きと暮らせる平

介護に理解のある上司として「イクボス・温かボス創出プ

和な地域社会の創造」です。そのために、一人ひとり常に

ロジェクト」を推進し、拡大を計っています。ただ今の宣

見識を深めつつ行動し、連携していくことが必要です。

言者は 2,399 人
（９月末）
を超えるまでになりました。

私たちは婦人会活動を通して、次世代に何を残せるか考

これからは「子育ての社会化」を目指して上司、職場が

えた時、今の現状について積極的に関わることが必要であ

一体となって、働き方や家庭・地域を変え、次世代が安心

ると思います。今日、社会が日一日と変動する中で、少子

して暮らせる社会の創出が必要であると思います。

高齢化が進み、人口減少がもたらす問題は、国や自治体の

先日、「私たちの未来は明るい、心強い」と感じたこと

財政制度を脅かすばかりでなく、年金や医療問題をはじめ、

は、長野県で８月７日から 11 日の５日間、第 42 回全国高

社会全般に難しい問題を投げかけます。

等学校総合文化祭が「2018 年信州総文祭」として開催され、

今、国ではこのような状況を踏まえ、働き手の確保や働

全国から約２万人の高校生が県下各地に集まりました。若

く環境を良くしようと「働き方改革関連法案」が審議され、

い力が結集され、
信州で完全燃焼した大会でした。そして、

30 年６月に可決、成立しました。今後益々少子高齢化が

この情熱が未来への原動力になり、
「若い人を見守る力」
「行

進む現状においては「働き方改革」は必要であると思いま

動する力」を共有すること、高めることが私たち一人ひと

す。

りの使命ではないかと思います。

長野県では「人口の定着・確かな暮らし実現会議」を開

本日、
明日の二日間「次世代が幸せな社会であるために、

催し、人口を減らさないようにする取り組みや人口が減っ

今健康で元気に」をテーマに基調講演、分科会、記念公演、

ても、地域が元気でいられるようにするために「長野県人

そして懇親会がございます。私たち婦人会は様々な活動、

口定着・確かな暮らし実現総合戦略」を作りました。この

研修を積む中で「社会を動かす実践力」と思っています。

会議の中で夫の家事・育児への参加促進が重要とのデータ

これからの時代を指向し、会の組織の向上と再生に努める

を基に、夫の家事・育児時間が長いほど、第２子以降の出

と共に、イクボス・温かボスの「人を思いやる心」を会員

生の割合が高いことから「子育ての社会化」を目指して「子

の原点として、学習を重ね行動することにより、婦人会の

育て支援プラットフォーム構築事業」を提案しました。

輪が一層力強く広がり、社会を動かす実践力になることを

その為にはまず、育児に理解のある上司「イクボス」と

願い、挨拶と致します。

(2)

長野県連婦だより

平成３１年１月１５日

開会行事
主催者あいさつで岩出繁子全国地域婦人団体連絡協議会会長が、7代目の会
長として「地域婦人会のためにつくしたい。婦人会は津々浦々にあり、実り多
い会になりますように」とのご挨拶があり、続いて開催地長野県連合婦人会中
條智子会長が挨拶しました。
来賓祝辞では長野県知事阿部守一様より「県民が希望をもって暮らせる県、
県民主権・ひとりひとりが学んでいく体系づくりを創設し、若い力で希望を
もって暮らせる県にしていきます。」
続いて、
県議会副議長小林東一郎様より「健康長寿・平和への目標、この大きな役割を担っている婦人会により
一層のお力を発揮されますよう、大いに期待します。」
また、
長野県教育委員会教育長原山隆一様からは「婦人会は一丸となって、幅広い目標を持って活躍している。
少子高齢化の大変な時代になって1都10県1市の本日の会合に、ますますのご活躍を願っています。」とのお言葉
をいただきました。
上田市

最後に、
全地婦連の歌を斉唱して開会行事は終了しました。

田中

晃子

基調講演

「イクボス・温かボス宣言を通じた男女ともに輝くことのできる社会の実現」


講師：長野県副知事

中島

恵理 氏

長野県副知事中島恵理氏は「イクボス・温かボス」推進の旗手として、長野県連
婦中條会長と共に取り組んで頂いています。今会議に於いて第一分科会のテー
マで、助言者でもある中島副知事から、当該テーマでお話を頂くことは、出席者
の理解と共感を得ることとなりました。
中島副知事は過去の経験から、結婚当初環境庁に勤務しながら始まった、長野
の生活で感じた迷いを通して、
女性が活躍する社会のために、
出産、
育児をサポー
トし、
男性や地域社会の意識を変えていく必要を感じたことを話されました。
現職においても、意思決定段階での女性の社会参画を促すために、女性の謙虚さや甘さもサポートして取り組
む中、
「イクボス」の推進は、社会の考えを変えていくのに有効であると共に、チームワークや助け合いや上司の
配慮を生み、
モチベーションが高まり、行政、企業にとってもインセンティブであることを述べられました。
長野県の取り組みは、中條会長の「温かい長野県をつくりたい！」の声に、イクボスに温かボスを加え、広い概
念で始まり、
発展的に取り組めたことを評価頂きました。
手始めに４つの経済団体に働き掛け、働く女性推進会議や県が協力する形で推進、地域も動き始めました。イ
イな、
と思ったらすぐに声を掛け取り組む女性パワーは凄いと述べられました。
県庁の取り組みは、女性だけ優遇は窮屈だからと、男女問わず、すべての職員の働き方・意識改革に取り組み、
仕事と暮らしの両立を支援し、活躍できる組織の実現を目指しました。長野県は「イクボス」に取り組む中、多様
な生き方をする様になったと言われる様に。
中島副知事の宣言文は…私自身の出来ることを宣言、簡単で中身のあるものにしました。ランチミーティング
を開いて声を聞くことで、自身が周りにもっと理解して欲しい、一声かけて欲しいと思ったりする事があること
から、
どう大変なのか、配慮のアドバイスを書いてもらい、制度を利用し易くすることが大切と述べられました。
（妊娠子育ての経験者として配慮がきめ細かです。）
今後宣言サポーターを増やしていく…。
結びに、
子育て中、
電車で困った時、
上司でも知り合いでもない人が、
温かく迎えてくれることが力づけになった
ことから、
様々な経験を持つ、
婦人ならではの、
温かい地域社会づくりを求めたい、
と会場に投げかけられました。
Ｗｅラブ赤ちゃんプロジェクト
（泣いていいよ！）
や11月19日いい育児の日を、
普及啓発していくなど、
具体的で
自分達にできる活動であることに、
会場の意識の高まりや共感を呼ぶ講演を頂きました。 下伊那郡

平松

和子

平成３１年１月１５日
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分科会報告
⃝第一分科会

助言者：長野県副知事

中島

恵理 氏、全地婦連

テーマ：これからの婦人会〜イクボス・温かボスを進めよう〜

外石

栄子 副会長

中島副知事より長野県の事業の紹介

「ゆめサポママ妄想会議全県ツアー」を11月中に県内16ヵ所で開催。子供たちに夢を持ってもらう前にママ
さんたちに夢を語ってもらう。
「こんなことをやりたい…あったらいいな」そんな妄想、気軽に楽しくワクワク
して話してみたらもしかしたら実現しちゃうかも…という妄想会議。多世代の人達が係わっていくことが新
しい活動につながっていくのではないでしょうか。
▪活動発表
⃝長野県諏訪郡富士見町

織田淑子

「子育て支援」として、地元野菜を使った親子料理教育を実施。婦人会員が講師となり、小学生、保育園児を
持つ親子、
そして県外からの移住者も参加。
▪成果：直売している野菜、近所からたくさんいただいた野菜の調理方法など、地元野菜を多く知って
もらい、親子で楽しく料理をしてもらい会員との関りもできた。
▪課題：会員の高齢化していく中、新しい会員が増えて活動につなぐにはどうしたらよいか。婦人会の
魅力をどのようにアピールするか。
⃝長野県下伊那郡阿智村

寺田眞由美

「つながる福島ジュニアユースキャンプinあち」2014年から５回、８月初旬に４泊５日で福島の子供たち
を招いて実施。参加者は30人、婦人会からは１回につき、のべ30人程が協力し、食事作り、野菜提供、資金集め
の募金活動を行う。福島関係の勉強会に参加。
福島の現状そして、
そこに暮らす
▪成果：福島とのつながりが深まった。
人の思いを知ることができた。
若い世代の方々ともいろいろな面
で関わり、
村内のつながりが深まった。
婦人会をアピールできた。
▪課題：参加者が少なくなってきて、これからどうするか検討が必
要。多い年で35人、今年は15人の参加者。
⃝茨城県
若い女性といかに交流するか。若い人たちに私たちは何をしてあげられるかの発想から始まった事業。
「若いお母さんに時間をあげる」
子育てにストレスを感じている今のお母さんたちに子供を預けて自分の時間を取りも戻してもらう。
子供
から開放してあげる。美容院に行くでも、買い物に行くでも、ゆっくりと一人の時間を過ごしてもらう。預け
た子供は、
泣こうが預けて出掛けてもらう。
そのうち嫌がっていた子供も自分から行きたがる場所になる。
縫い物や着付けを教えて下さいと言ってくる方も出てきて交流が深まり、今は婦人会に入ることは出来
ないけれど、将来的には入って活動したいです、という方も出てくる。
⃝長野県飯綱町
妄想会議実施
町にはコインランドリーがなく、隣の町まで行かなくてはならず、
「あったらいいねー」とみんなで話し
ている内、良い方向へ向かっているようである。定期的にこの会をやってみたい。
まとめとして今、それぞれの婦人会が抱えている課題
人口が減り、新規入会も難しく、会員の高齢化が進んでいる。しかし、長い年月活動を続けているこの婦
人会という団体に自信と誇りを持って活動していくことが大事である。若い人達が今何を思い、何を必要
としているのか、それに対し私たちは、何ができるのかを考えることが必要である。
各地域、各世代それぞれ違います。それぞれに合ったことを出来ることから、そして若い人も巻き込み
ながらやっていければと思います。
他にもたくさんの思いを発言していただきましたが。
10月の全国大会には全地婦連としてのそれぞれ８項目
が決議されています。
会員全てがこれをじっくり読み、
理解し、
行動していければと思います。


須坂市

篠塚

みち子
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⃝第二分科会

助言者：長野県健康福祉部健康増進課企画幹

平成３１年１月１５日

田中

ゆう子 氏

テーマ：もっと健康になるために〜実践事業から〜
世界一の健康長寿を目指す長野県ＡＣＥプロジェクトの取組
▪活動発表
⃝長野県千曲市

宮坂

ケイ子

「ピンピンコロリ寝たきりにならないために」
◦一週間のうち 8000 歩から 9000 歩の歩く日を決めて４年間継続。４年
目となり体重が減った。ストレス解消と脳の活性効果に良い。暑い７月半ばは、下校時の見守りや歩道
等の危険個所の点検ボランティアを行っている。また、ラジオ体操にも参加。
◦仲間と一緒にお茶会をするのが楽しみ。煮物や杏ジャムを作ってお話しながら皆で食べている。
薬もなし！胃腸へは食事に気を使い、
また、
転倒防止のため足元にも気をつけている。
◦身体の調子は…医者なし、
◦こうや豆腐は９割以上長野県で生産し、含まれるレジスタントタンパク質が生活習慣病に効果があり、
沢山の方に食べてほしい。
食事の秘訣は

まめ

ごま

にく

わ かめ

や さい

さ かな

し いたけ

いも

よ ーぐると

◎これからも様々な健康づくりの実践活動で健康で長生きを目指したい
⃝長野県飯綱町

原

ひで子

「健康長寿を目指そう 地区グループでの取り組み」（元気でやる気実践事業）
◦健康づくりに関して、食事や運動、社会参加等病院の草刈り、花壇整備、あいさつ運動、高齢化施設で
の手伝い。
◦もっと健康長寿を延ばそうと平成 28 年度から取り組み、延べ 200 人の参加
主な活動…①食事と運動のチェックシートカレンダー ②健康教室：食事バランスチェック
体操やウォーキング

③グループ

④社会活動：小学校家庭科補助、雑巾寄贈

平成 30 年度も個々の目標に向かってチェック。体組成を計測して保健師の保健指導をうけて進めている。
※見えてきた効果
①食
事：毎日の食生活の意識が変わった。自分の努力できちんとした規則正しい食生活ができた。
ゆっくり食べる。食品群を意識してバランスよい食事。結果的に血糖値が下がった。
動：仲間と一緒の運動は続けやすい。つまづきが減った。ラジオ体操の継続。歩行は歩数のレ

②運

ベルアップを図っている。
：
③社会活動 ボランティアを続けることができた。社会参加は元気の源。
◎記録することは、
目に見えてよいし負担にならない。
これからもそれぞれにあった目標を決めて続けたい。
⃝その他それぞれの県での取組
①神奈川県

県として未病対策

◦３０３３運動➡１日 30 分、週３回、３か月間継続して運動やスポーツを行い、運動やスポーツを暮
らしの一部として習慣化する。
◦コグニサイズ➡国立長寿医療研究センターが開発した運動と認知課題（計算、しりとりなど ) を組み
合わせた、認知症予防を目的とした取り組み。…など様々な活動。
②静岡県
健康長寿への要因：お茶が重要か？皆で楽しくおいしいお茶会、社会参加にもなる。
③山梨県
お茶飲み会やサロンへの参加（任意のものもある）健康長寿への要因は、家族の多い世帯が多く、話す機
会が多い。それが結果的に良いのではないか。口腔ケアも大切と感じる。
耳の聞こえの悪い高齢者がテレビを見る場合、字幕の利用も有効である。
最後に皆で、健康体操…“あいうべー体操”
◎健康で長生きを目指して、
それぞれの地域で仲間と共に、
また、
個々のペースで自分に合った方法で健康づくり
を進めていくことの大切さを再確認しました。

長野県健康福祉部健康増進課企画幹

田中

ゆう子

平成３１年１月１５日

⃝第三分科会
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助言者：全地婦連

岩田
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繁子 会長

テーマ：今考える平和とは〜各都県市のとりくみから〜
★最初に、昨年ノーベル平和賞を受賞したＩＣＡＮのメンバーで日本被団協事務局次長、（長野県茅野市在
住）
藤森俊希さん制作「核なき世界〜子供たちの明るいみらいに向けて」
「藤森俊希の伝言〜きのこ雲の下、
僕は１歳だった〜」を見ました。自分の被爆体験、国連総会での演説、ヒバクシャ国際署名の様子を描い
たＤＶＤです。
★次に岩田会長から全地婦連の核兵器廃絶運動取り組みのお話をいただきま
した。
★その後、関東ブロック各都県市での平和運動活動について発表。広島県・
長崎県・沖縄県からも平和活動の報告をいただき、参考にさせていただき
ました。
⃝埼玉県
平和・市民５団体代表は日本被団協代表委員の田中煕巳さん、ＩＣＡＮ
メンバーで授賞式に参加、原爆死没者慰霊式毎年７月開催。
⃝東京都…創立 70 周年記念の桜の植樹、平和記念。
⃝神奈川県…平和を考える機会を通して次世代と交流。
⃝川崎市…今年は宗教間での争いを取り上げたい。
⃝長野県「2018 世界をひとつに 平和のつどい」について
昭和 38 年８月６日、原水爆禁止長野県婦人大会を県連婦独自で開催。31 回目から「世界をひとつに 平
和のつどい」と名称を変更して、今年で 56 回目になります。
▪活動発表
⃝長野県岡谷市

上沼

縁

「2018 年 世界をひとつに 平和のつどい」について、満蒙開拓平和記念館
和の旅へ」被爆者

館長

寺沢秀文氏の講演、
「平

渡辺千恵子さんの半生を、語りを入れての合唱が感動的だったと報告がありました。

★その後質疑応答
◦「長野県上田市から神奈川県へ」毎年小学生との交流を続けているとの事ですが具体的に…
➡学童保育の子どもたちに声がけし 20 名位が参加。
◦「長野県岡谷市から川崎市へ」宗教間でのあらそいとは？具体的に…
➡毎年平和のつどいでは「戦争体験」「北方領土問題」「ヘイトスピーチ」等取り上げている。今年はな
ぜ人々を幸福にする目的の宗教が争いをするのか？を考えたい。どの宗教かは検討中。
◦「長野県下伊那郡」長野県は満州に開拓民を一番多く送り出した地域がある。希望にみちた満州国をつ
くるためと言われ多くの人々が満州に渡ったが現実は違っていた。豊丘村の村長は責任を感じ自殺。
「満
蒙開拓平和記念館」に収められている。長野は戦場にはなっていないが松代大本営もある。真実を隠し
て国策として行われ、多くの犠牲者を出した恐ろしい事実を考えねばとのご意見を頂いた。
★神奈川県から、当会場での戦争体験のない方は？との質問
を頂いた。40 名中 19 名と…。
★最後に岩田会長総評
会長ご自身、幼い頃富山で空襲を体験。戦争体験者が少
なくなる現在、語り継ぐことが大切な使命。「第 66 回岐阜
大会」で、唯一被爆国の使命として核兵器禁止を訴える決
議文を出した。
「北方領土４島返還」も現代を生きている
者の使命と考える。
「平和」は家庭でも、地域でも大切で
あり「婦人会活動」はきめ細やかな小さな活動の積み重ね
が「平和」に繋がる。


諏訪郡

中村

喜美子
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懇親会
中條智子会長の歓迎のあいさつで始まり、来賓の長野県健康福祉部部長大月良則様からごあいさつをいただ
きました。
来賓紹介のあと、長野県県民文化部人権男女共同参画課課長山田明子様の乾杯の音頭で会食が始まり
ました。
アトラクションは、日本舞踊花房流の踊り、シンガーソングライター清水まなぶさんのミニコンサートがあり
ました。平和を願う歌と語り、なつかしい「紅葉（もみじ）」を皆で合唱し、ちふれ化粧品セルフ販売１部部長坂上
忍様の手締めのごあいさつで、楽しい会が終了しました。

歓迎あいさつ

花房流 日本舞踊

楽しく会食

来賓あいさつ

清水まなぶ コンサート

締めのあいさつ

平成３１年１月１５日
11月2日㈮
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分科会報告、
全地連婦への要望、
記念講演、
閉式行事
オープニングセレモニー
オープニングセレモニーは、長野県の県歌「信濃の国」が制定されて
から今年で 50 年になり、長野県の様々な映像を見ながら、長野県の会員
全員で歌いました。
次に第一・第二・第三分科会の報告があり、全地婦連への要望につい
て岩田会長からお答えいただきました。

記念講演

「牛にひかれて…女性たちの善光寺」
講師：僧侶
（浄土宗）善光寺淵之坊住職
若麻績

享則 氏

善光寺淵之坊、若麻績享則住職はさわやかな笑顔で
登場されました。名字の麻績は善光寺開祖本田善光の
元の名字で、縁深い寺の住職でいらっしゃいます。善
光寺をお守りしていく役目を負っているのだと話され
ました。
「牛にひかれて善光寺まいり」は有名な話です。牛
は「御師」布は「善の鋼」とも言われているそうです。多くの寺が女人禁制の時代から女性を全面的に受け入
れて来たのが善光寺なのです。
本堂の奥に秘仏本尊と共に本田善光家族「御三卿」が祀られており、一番右側に善光夫人の弥生の像があり
ます。仏様と同列に祀られる女性は珍しいのです。女人信仰に大きな影響を与えたものと思われます。
642 年の開山・無宗派「とらわれない心」で、大勧進と 25 院・大本願と 14 坊で守っている。特に大本願は
女性の住職で「尼公上人」121 代目の歴史を刻み、今なお女性の信仰を集め大切にされている。
「牛にひかれて善光寺まいり」の錦絵がお土産として広まり、善光寺縁起絵巻を聖が背負って国中を回り信
仰を伝えたものだそうです。
「牛とのみ思いすごすな

仏の道に汝を導びく

われ観世音」観音様は 33 の変身ができるとのこと。心に響

く言葉をたくさん聞くことができた講演でした。

閉会行事
閉式行事は、次期開催県静岡県の皆さんが、御殿場
市のマスコットキャラクター「ごてんばこめこ」と一
緒に「御殿場市でお待ちしています」とあいさつされ
ました。
中條会長の
開催県お礼の
あ い さ つ と、
閉会のことば
で２日間の会
議が終了しま
した。

長野市

花岡

佐津子
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Photo Gallery

会場 メトロポリタン長野

阿部長野県知事 祝辞
受付風景「ようこそ長野県へ」

オープニングセレモニー 信濃の国
全地婦連の歌 斉唱

お帰りの風景「お疲れ様でした」

Ｓマークのお店をご利用ください。
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