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『男女共同参画苦情等処理窓口をご利用ください!』
「市の男女共同参画推進施策や男女共同参画の推進に影響を及ぼす施策への苦情」
や「セクハラや男女共同参画を阻害する人権侵害の相談」をお受けします。

人権文化課 ☎424-9088

ヨーロッパの先進国で出生率が高い
のはフランスで、2.0前後を維持してい
る（日本は1.4）。フランスは子どもへの
給付金が高いとする説があるが、調べ
てみるとそればかりではない。驚くこと
にフランスもつい半世紀前までは「女
性は子どものために家庭にいたほうが
いい」が主流だった。ではどこで変わっ
たか。1968年の5月革命（民主化運動）
の時、女子学生たちは裏方で発言力も
なかったことに気づき、そこから女性
解放運動が起こった。3年後には「私は
中絶した」という雑誌特集に有名女優
や作家も登場し国中がショックを受け
た。避妊の宣伝・中絶は法律で禁止され
ていたが、この運動で女性は身体と性

の自己決定権を手に入れた。さらに数
年の間に雇用の男女平等などが進み、
これをマスコミも国民も応援した。
　現代では「男は仕事、女は家庭」とい
う考えは少なくなり、カップルの形も結
婚以外に多様化（同棲、事実婚、同性婚
など）した。それらは法的にも認められ
女性が生きやすくなっている。今、日本
では保育園不足が問題だ。フランスも
同様だが、「保育ママ」「ヌヌ（ベビーシッ
ター）」など保育の多様化で補ってい
る。出生率が高い国は女性の労働率も
高い。本来、女性が働きやすい環境づく
りは、男女平等の重要な課題であり、日
本も出生率を上げたいのなら、率先し
てこれに取り組むべきだ。
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　和光市指定有形文化財の「旧冨岡
家住宅」は、和光市駅北口から徒歩7
〜8分の新倉ふるさと民家園（下新倉
2丁目33-1）にあります。旧冨岡家住
宅は、東京外かく環状道路建設に伴い
解体保存され、その後移築復元を経
て平成18年6月に新倉ふるさと民家
園として一般公開されています。旧冨
岡家住宅は、解体時調査及び部材調
査が行われ、土
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されているなど様々な痕跡から、埼玉
県内で最古の部類に入る17世紀後半
の建築と推定されています。また、新
たな年代調査として平成24年4月に
放射性炭素（C14）年代測定を加速器
質量分析法（AMS）とウイグルマッチ
法をあわせて調査した結果、1664年
以降1690年ごろまでに建築された
と推定されました※。近年高精度化し
ている化学分析法においても、建築年
代は、当初推定された17世紀後半を

裏付ける結果となっています。今まで
は、おおむね300年前の建築と説明し
ていましたが、これからは、320〜350
年前の建築と推定されるとなります。
　ところで、旧冨岡家住宅は、移築復
元から今年で10年となりました。6月
19日の麦秋祭では、10周年記念とし
て体験作品のわらじや藍染の展示、
古民家10年の記録写真展などが行わ
れました。この10年間で昔の暮らし
を伝えることができたことが指定文
化財の活用としても大変良かったこ
とと思われます。ただし、これからは、
経年劣化もあることから、計画的な修
繕がこれから必要となります。

※ 中尾七重他2015「和光市指定文化財旧冨岡家
住宅年代調査報告」『和光市デジタルミュージ
アム紀要1号』

　昨年度も皆さんに応援いただきましたが、今回
のゆるキャラグランプリは、おやすみします。
　今後もお祭りやイベントに駆けつけ、和光市を
皆さんと盛り上げていきます!これからもよろし
くお願いします!

わこうっち出演情報
出演予定日 イベント内容 場所
9月22日（木・祝） 朝霞地区4市特定健診受診率

向上キャンペーン にいざほっとぷらざ

10月10日（月・祝） 和光市民体育祭 和光市運動場
10月15日（土）・16日（日） 図書館まつり 和光市図書館

10月16日（日） 朝霞地区4市特定健診受診率
向上キャンペーン

朝霞駅東口駅前広場
及び南口駅前広場

10月22日（土）・23日（日） 中央公民館文化祭 中央公民館

11月6日（日） 新倉高齢者福祉センター祭り
（さつきちゃんも来るよ）

新倉
高齢者福祉センター

11月12日（土）・13日（日） 2016和光市民まつり
（さつきちゃんも来るよ） 和光市役所周辺▲�第3回でグランプリを獲った「さのまる」と�

「松村香織和光市応援団長」と会議中…

わこうっちとさつきちゃんは
おやすみします

ゆるキャラグランプリ2016 わこうっちガンバレ!

これからも、
わこうっちのこと
応援してるよ!

今回は
おやすみするんだ!

中学校夏の大会結果 県大会以上へ出場した、中学校の大会結果を報告します
問 �学校教育課�
指導担当�
☎424-9149

全国大会
放送部 優良賞獲得

関東大会
水泳： 藤田 大翔（平泳ぎ4位入賞） 

上原 みなみ
硬式テニス：中村 隼

県大会
女子卓球部（団体）
女子卓球部（個人）：

シングルス 中野 遙、澤田 茜、中村 歩実
ダ ブ ル ス 今泉伶菜・冬部 歩唯組

男子卓球部（個人）：
シングルス 佐藤 駿

男子ソフトテニス部（個人）：
ダ ブ ル ス  成田 歩生・大橋 誉也組 

江上 将太郎・奥山 泰成組
男子ソフトテニス部（団体）
軟式野球部
剣道部女子：井形 らん
陸上競技：近藤 ひより、近藤 啓介

大和中学校
県大会

男子卓球部（団体）：ベスト8（敢闘賞）
男子卓球部（個人）：

シングルス 手塚 一平多、小池 陽斗
ダ ブ ル ス  井出 賢士郎・内田 真人組

　（ベスト16） 
大手 裕矢・菊池 智一組

剣道部男子：岡㟢 柊青
剣道部女子：今井 風樹
柔道：男子55kg級　笛田 晃聖
女子バレーボール部
水泳： 男子100mバタフライ 

マティーア フィリックス
陸上競技：男子400m 園田 小哲

第二中学校
全国大会

女子卓球部（個人）：
シングルス 泉田 和抄、泉田 朱音

県大会
女子卓球部（団体）：ベスト8
女子卓球部（個人）：

シングルス 奥野 亜海
ダ ブ ル ス  田中 葵・清水 いずみ組

陸上競技部：
男子100m 鏡健隼／200m 鈴木 秀摩
男子4×100mR、女子4×100mR
女子 100m及び200m
　植竹 七海、井上 佳南

　中学生の皆さん、お疲れ様でした。大会で好成
績を出せた人も、思うような結果とならなかった
人も、こつこつと練習を積み重ねた日々は、かけが
えのない思い出になったのではないでしょうか。
　3年生が引退した部も多いと思いますが、これ
まで先輩がつないできたバトンを受け継ぎ、さら
に向上していけるよう、頑張ってください。

第三中学校
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