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－平成３１年４月１日から－ 

豊橋市のライフポートとよはし条例の一部改正に伴い、平成３１年４月１日から男女共同参画センターの利

用料金の改定を予定しております。 

利用者の皆様には、ご理解とご協力をお願いいたします。 

（円）                      （円）

   時間

区分

午 前 午 後 夜 間 全 日    時間

区分

午 前 午 後 夜 間 全 日

9 時~

正午

13 時~ 

17 時

18 時~ 

21 時

9 時~ 

21 時

9 時~

正午

13 時~ 

17 時

18 時~ 

21 時

9 時~ 

21 時

第１研修室

(30 名) 

510 670 510 1,690 第１研修室

(30 名) 

760 1,000 760 2,520

1,020 1,340 1,020 3,380 1,530 2,010 1,530 5,070

第２研修室

(30 名) 

510 670 510 1,690 第２研修室

(30 名) 

760 1,000 760 2,520

1,020 1,340 1,020 3,380 1,530 2,010 1,530 5,070

第３研修室

(30 名) 

510 670 510 1,690 第３研修室

(30 名) 

760 1,000 760 2,520

1,020 1,340 1,020 3,380 1,530 2,010 1,530 5,070

会 議 室

(25 名) 

460 620 460 1,540 会 議 室

(25 名) 

690 930 690 2,310

920 1,240 920 3,080 1,380 1,860 1,380 4,620

美術工芸室

(40 名) 

780 1,030 780 2,590 美術工芸室

(40 名) 

1,170 1,540 1,170 3,880

1,560 2,060 1,560 5,180 2,340 3,090 2,340 7,770

調理実習室

(40 名) 

1,300 1,720 1,300 4,320 調理実習室

(40 名) 

1,950 2,580 1,950 6,480

2,600 3,440 2,600 8,640 3,900 5,160 3,900 12,960

和 室 １

(30 名) 

360 460 360 1,180 和 室 １

(30 名) 

540 690 540 1,770

720 920 720 2,360 1,080 1,380 1,080 3,540

和 室 ２

(10 名) 

100 150 100 350 和 室 ２

(10 名) 

150 220 150 520

200 300 200 700 300 450 300 1,050

フィットネス

ル ー ム

(40 名)

1,300 1,720 1,300 4,320 フィットネス

ル ー ム

(30 名)

1,950 2,580 1,950 6,480

2,600 3,440 2,600 8,640 3,900 5,160 3,900 12,960

個人利用

(女性に限る) 

普通利用券 １回 50 個人利用

(女性に限る) 

普通利用券 １回 100

回数利用券 11 枚つづり 500 回数利用券 11 枚つづり 1,000

※上段：男女共同参画に関する学習、研修又は活動のために利用する団体の利用料

現行

利用料金改定のお知らせ

改定予定額 (平成３１年４月～) 

利益を目的として入場料及

び会費等を徴収する場合、ま

た企業活動に利用する場合

の利用料は上記表の３倍の

額となります。 
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女性 『Ｎ女の研究』  中村 安希【著】 

『漂流女子 - にんしんＳＯＳ東京の相談現場から 朝日新書』 中島 かおり【著】 

『絶対☆女子』  小島 慶子【著】 

『バッド・フェミニスト』  ロクサーヌ・ゲイ【著】/野中 モモ【訳】 

『不自由な男たち その生きづらさは、どこから来るのか(祥伝社新書)』  小島 慶子／ 田中俊之【著】 

『Ｂｌａｃｋ Ｂｏｘ』  伊藤 詩織【著】 

社会 『ルポ保健室 - 子どもの貧困・虐待・性のリアル 朝日新書』  秋山 千佳【著】  

『子どもたちの階級闘争 - ブロークン・ブリテンの無料託児所から』  ブレイディ みかこ【著】 

『女子の働き方 - 男性社会を自由に歩く「自分中心」の仕事術』 永田 潤子【著】  

『「死ぬくらいなら会社辞めれば」ができない理由』  ゆうき ゆう【監修】/汐街 コナ【著】 

『スーパーダディビジネスマンの勧め』  高橋 一晃【著】 

『革命のファンファーレ - 現代のお金と広告』  西野亮廣【著】 

『裁判所の正体 - 法服を着た役人たち』  瀬木 比呂志/清水 潔【著】 

『社会をちょっと変えてみた - ふつうの人が政治を動かした七つの物語』  駒崎 弘樹/秋山 訓子【著】 

『知ってはいけない - 隠された日本支配の構造 講談社現代新書』  矢部 宏治【著】 

『未来の年表 - 人口減少日本でこれから起きること 講談社現代新書』  河合 雅司【著】 

『母さん、ごめん。 - ５０代独身男の介護奮闘記』  松浦 晋也【著】 

『新版動的平衡 - 生命はなぜそこに宿るのか 小学館新書』  福岡 伸一【著】 

『人類と気候の１０万年史 ブルーバックス』  中川 毅【著】 

『マンボウのひみつ 岩波ジュニア新書』  澤井 悦郎【著】 

『今こそ、韓国に謝ろう』  百田 尚樹【著】 

『ゼロからわかる「世界の読み方」 - プーチン・トランプ・金正恩』佐藤 優【著】 

文化 『あきれた紳士の国イギリス - ロンドンで専業主夫をやってみた 平凡社新書』  加藤 雅之【著】 

『若い読者のための第三のチンパンジー - 人間という動物の進化と未来 草思社文庫』  ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞ,ｼﾞｬﾚﾄﾞ【著】/ｽ

ﾃ ﾌｫﾌ,ﾚﾍﾞｯｶ【編著】/秋山 勝【訳】 

『死してなお踊れ - 一遍上人伝』  栗原 康【著】 

『超暇つぶし図鑑』  ＡＲｕＦａ【著】 

『私のヴァイオリン - 前橋汀子回想録』  前橋 汀子【著】 

『バッタを倒しにアフリカへ 光文社新書』  前野 ウルド浩太郎【著】 

『サザンオールスターズ １９７８－１９８５ 新潮新書』  スージー鈴木【著】 

歴史 『「天皇機関説」事件 集英社新書』  山崎 雅弘【著】 

『ハーバード日本史教室 中公新書ラクレ』  佐藤 智恵【著】 

『ヒルビリー・エレジー   ｱﾒﾘｶの繁栄から取り残された白人たち』  ｳﾞｧﾝｽ,J.D.【著】/関根 光宏/山田 文【訳】 

『本当は怖ろしい韓国の歴史』  豊田隆雄【著】 

■ 利用時間 午前 9 時～午後 9 時           

■ 貸出方法 利用者登録をしていただきます。         
  身分の証明できるものを持参してください。         

■ 貸出期間等 一人 3 冊まで、2 週間貸出します。
  返却は豊橋市役所 1 階の「じょうほうひろば」でもできます。

新 着 本
平成 29 年 9 月から平成 30 年 1 月までに届いた図書を紹介します。 

（3 月以降の図書は、次号でお知らせします。）

図書室のご案内
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生活 『定年男子定年女子』  大江 英樹/井戸 美枝【著】 

『被災ママに学ぶちいさな防災のアイディア４０ - 東日本大震災を被災したママ・イラストレーターが３・ １１から続

けている「１日１防災」』  アベ ナオミ【著】 

『考え方』  稲盛和夫【著】 

『６０代シンプル・シックな暮らし方 - それは、小さな工夫の積み重ね』  石黒智子【著】 

『ふたりからひとり - ときをためる暮らしそれから』  つばた 英子/つばた しゅういち【著】/水野 恵美子【聞き手】 

『損する結婚儲かる離婚 新潮新書』  藤沢 数希【著】 

『逃げたい娘諦めない母』  朝倉 真弓/信田 さよ子【著】 

『なぜ夫は何もしないのかなぜ妻は理由もなく怒るのか』  高草木 陽光【著】 

『お母さんのための「くじけない」男の子の育て方』  小崎 恭弘【著】 

『ブラック部活動 - 子どもと先生の苦しみに向き合う』  内田 良【著】 

『私、子ども欲しいかもしれない。 - 妊娠・出産・育児の“どうしよう”をとことん考えてみました。』  犬山 紙子【著】 

『土井善晴のレシピ１００ - 料理がわかれば楽しくなる、おいしくなる』  土井 善晴【料理・文】 

『キッチハイク！突撃！世界の晩ごはん』  山本 雅也【著】 

『毎朝、服に迷わない』  山本 あきこ【著】 

健康 『欧米人とはこんなに違った日本人の「体質」 - 科学的事実が教える正しいがん・生活習慣病予防 ブルーバック

ス』奥田 昌子【著】 

『日本人はこうして歯を失っていく - 専門医が教える歯周病の怖さと正しい治し方』  日本歯周病学会・日本臨床

歯周病学会【著】 

『迷走患者 - 〈正しい治し方〉はどこにある』  岩瀬 幸代【著】 

『ずぼらヨガ - 自律神経どこでもリセット！』  崎田 ミナ【著】/福永 伴子【監修】 

『肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい』  西山 耕一郎【著】 

『疲れと痛みに効く！ねこ背がラクラク治る本』  岡田 和人【著】 

『ネガティブ・ケイパビリティ答えの出ない事態に耐える力 朝日選書』  帚木 蓬生【著】 

『幸せになる１００か条』  江原 啓之【著】 

『孤独な世界の歩き方 - ゲイの心理カウンセラーの僕があなたに伝えたい７つのこと』  村上 裕【著】 

『勝ち過ぎた監督 - 駒大苫小牧幻の三連覇』  中村 計【著】 

『アーバンサバイバル入門』  服部文祥【著】 

『やってはいけない眠り方 青春新書プレイブックス』  三島 和夫【著】 

文学 『不時着する流星たち』  小川 洋子【著】 

『かがみの孤城』  辻村 深月【著】 

『息子と狩猟に』  服部 文祥【著】 

『アウシュヴィッツの図書係』  イトゥルベ，アントニオ・Ｇ．【著】/小原 京子【訳】 

『強父論』  阿川 佐和子【著】 

『男尊女子』  酒井 順子【著】 

『なんとめでたいご臨終』  小笠原 文雄【著】 

『友情 - 平尾誠二と山中伸弥「最後の一年」』  山中 伸弥/平尾 誠二/平尾 惠子【著】 

『狂うひと - 「死の棘」の妻・島尾ミホ』  梯 久美子【著】 

『生涯投資家』  村上 世彰【著】 

『荒くれ漁師をたばねる力 - ド素人だった２４歳の専業主婦が業界に革命を起こした』 坪内 知佳【著】 

『思った以上の人生は、すぐそこで待っている』  相川 圭子【著】 

『ちいさなあなたへ』  アリスン・マギー【文】/ピーター・レイノルズ【絵】/なかがわ ちひろ【訳】 
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■予約の受付・問合せ 

「面接相談」及び「法律相談」は、予約受付開始

日以降の毎日午前９時～午後３時の間に男女共

同参画センター（ 33-2822）まで。ただし、

日曜日・祝休日・第３月曜日（第３月曜日が祝

日に当たるときはその翌日も）はお休みです。 

○女性のための悩みごと面接相談（予約制） 
時 間：午後 1 時 30 分～3 時 30 分 

（1 人約 60 分） 

○女性弁護士による法律相談（予約制） 
時  間：午後 1 時 30 分～3 時 30 分 

（1 人約 30 分）

○女性のための悩みごと電話相談 

ちょっとした不安や切実な悩みごとなど、お気軽にお

電話ください。 

・毎週月～土曜日 午前 9 時～午後３時 

・TEL（0532）33－3098  

※日曜日・祝休日･第３月曜日（第３月曜日が祝日に

当たるときはその翌日も）は、お休みです。 

私たち一人一人が男女共同参画について考え

る契機とするため、我が国における男女共同参

画の進展を考えるうえで参考となる各種統計

を、「数字で見る男女共同参画」ということで随

時掲載していきます。 

【答え】 

地方議会（市区議会）における女性議員比率

です（平成 29 年 12 月 31 日現在 総務省調

べ）。因みに、都道府県議会が 10.1％、町村議

会は 9.9％とさらに低い水準です。なお、豊橋

市議会の女性議員比率は 13.9％です。 

【解説】 

国による第 4 次男女共同参画基本計画におい

ては、「民主主義社会では、男女が政治的意思決

定過程に積極的に参画し共に責任を担うととも

に、多様な意思が政治や社会の政策・方針決定

に公平・公正に反映され、均等に利益を享受す

ること」が必要であり、政治分野における男女

共同参画のためのさらなる取組が重要であると

されています。 

政治に多様な民意を反映させるためには、国

会のみならず、住民の生活により身近な存在で

ある地方政治においても、女性の政治参画を拡

大していくことが重要といわれています。 

こうした中、さる 5 月 16 日「政治分野の男

女共同参画推進法」が参院本会議で、全会一致

で可決、成立し、同 23 日交付、施行されまし

た。推進法では、各党に国政、地方議会選挙と

も男女の候補者数をできる限り均等にするよう

求め、目標値の設定も促しています。この法律

は強制力のない理念法のため、今後の各党の対

応が注目されます。 
○ｷ ｬ ﾘ ｱ ｺ ﾝ ｻ ﾙ ﾀ ﾝ ﾄによる再就職相談（予約制） 

時  間：午前９時 30 分～１２時 30 分 

○キャリアコンサルタントによる女性のための再
就職相談（予約制）[委託事業] 
時  間：午前９時 30 分～１２時 30 分 

（1 人約５0 分）

■予約の受付 
各相談日の実施日の 5 日前までに(株)エイジ
ェック（ 052-589-8751）まで 

相 談 日 予約受付開始日 

７月１３日(金) ７月２日(月) 

８月２４日(金) ８月１日(水) 

９月１４日(金) ９月１日(土) 

９月２８日(金) 〃 

１０月１２日(金) １０月１日(月) 

１０月２６日(金) 〃 

１１月 ９日(金) １１月１日(木) 

１１月３０日(金) 〃 

１２月１４日(金) １２月１日(土) 

相 談 日 予約受付開始日 

７月２０日(金) ７月２日(月) 

９月２１日(金) ９月１日(土) 

１１月１６日(金) １１月１日(木) 

相 談 日（いずれも水曜日） 

７月 11 日・８月８日・９月 12 日・10 月 10 日・ 

11 月７日・11 月 21 日・12 月 12 日 

平成 31 年 １月９日・２月 13 日・３月 13 日 

電話による相談 

面談による相談 

パルモ通信 No.2１ 
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