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男女があらゆる分野に参画し、その個性が発揮できるまちづくりをめざして
四街道市男女共同参画フォーラム実行委員会は男女共同参画意識の啓発を図る活動をしています。

「バトル･オブ･ザ･セクシーズ」上映会とトーク交流会（令和元年度開催事業）
日時：令和２年 1 月 2６日（日）13:15～15:45
場所：わろうべの里わろうびんぐホール
夫婦や同性の恋人といった複雑な人間関係にもスポットを当て、女性蔑視、
同性愛への偏見や差別についても描かれるなど、現代を生きる私たちも色々
なことを考えさせられます。是非、多くの人に見てほしい映画です。上映後
は参加者と、感想など話し合いの場を予定しています。
― あらすじ ―

1973 年女子テニスの世界チャンピオンであるビリー・ジーン・キングは、
男女格差の激しいテニス界の現状に異議を唱え、仲間とともにテニス協会を
脱退して「女子テニス協会」を立ち上げる。そんな彼女に、元男子世界チャ
ンピオンのボビー・リッグスが男性優位主義の代表として挑戦状を叩きつけ
る。ビリー・ジーンが、試合に臨むことを決意したその瞬間から、世界中の
男女を巻き込む、途方もない戦いが始まった。
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「スタンドアップ」上映会とトーク交流会（平成 30 年度開催事業）
日時：平成 31 年 1 月 2７日（日）13:00～1５:45
場所：わろうべの里わろうびんぐホール

シングルマザーとなり、子どもを育てるため男社会の鉱山で
働き始めた主人公ジョージ―が、そこで待ち受ける壮絶な差別、
セクハラにたったひとりで立ち向います。はじめは、誰一人味
方がいませんでしたが、やがては周りも巻き込み、感動の結末
へ。現代の「＃Me too 運動」を彷彿させる映画です。
上映会には女性 33 名、男性 7 名の計 40 名の参加がありました。
上映後のトーク交流会では、活発な意見が交わされ、実施した
アンケートから様々な感想をいただきました。
＜参加者感想＞
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・前にも参加してよい刺激をいただいた会でしたので参加しました。映画の内
容がわずか 20 年ほど前ということに驚きました。今の現実は？日本は？い
ろいろ考える種をいただきました。
・「しようがない」とあきらめていた自分に反省しました。
・ジョージーの家族・父と母の存在と心情の変化が深く心に残りました。私の
中にも偏見はあります。家族に対して時に反発することもありますが、なだ
め合いながら暮らしています。

Inc. All rights reserved.
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ෆᐜ㸸ዪᛶࡢ⪁ᚋࢆࢸ࣮࣐ࠊձᏊࡶࡢ⮬❧ࠊղኵ

ࡔ࠸ࡕࠖࢆ㐠Ⴀࡋ࡚⣙  ྡࡢ᪉ࡀⓏ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ


ࡢㆤࠊճ⮬ศࡢ⪁ᚋ࠸࠺ࣛࣇࢫࢸ࣮ࢪࡈ

ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡍࡿࡇ࡛ಖㆤ⪅ࡢ᪉ࡶࠕᘵࡢಖ

ࡢ┦⥆࣭ᡂᖺᚋぢ࣭㑇

ㆤ⪅ࡸ㐠ືฟᖍ࡛ࡁࡿࠖࠊࠕẕぶࡶࢆᣢࡘࡇ

ゝࡑࡢࡢไᗘࡢ⏝᪉

ࡀ࡛ࡁࡿࠖ➼ࠊ࡛ࡁࡿࡇࡀቑ࠼࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
ࢹࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡣඣ❺ࡢᯟࡣ✵࠸࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ࣊ࣝ

ἲࢆᏛࡧࡲࡋࡓࠋ
⏨ ۔ᛶࡢࡓࡵࡢᛂᩱ⌮ᩍᐊ㸦⤊㸧

ࣃ࣮㈨᱁⪅ࡣᖖ㊊ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ࣊ࣝࣃ࣮㈨᱁⪅ࡀ

 ࠕࣉࣟࡽᏛࡪ ࠾ᡭ㍍ࢱࣜࣥࠖ

ቑ࠼ࡿ㞀ࡀ࠸ඣ⪅ࡢ㈗㔜࡞እฟᶵࢆቑࡸࡏࠊ♫

᪥㸸௧ඖᖺ 9 ᭶ 15 ᪥㸦᪥㸧10:00㹼13:30

ⓗ⤒㦂ࢆ㔜ࡡࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈ⯆࣭ࡈ༠ຊ

ሙᡤ㸸ࢃࢁ࠺ࡢ㔛 㣗ࡢࢫࢱࢪ࢜

ࡀ࠸ࡓࡔࡅࡿ᪉ࡣࡐࡦࡈ㐃⤡ࢆ࠸ࡓࡔࡅࡿ࠺ࢀࡋ࠸

ㅮᖌ㸸㯮Ỉ ὒࡉࢇ㸦࢜ࢫࢸࣜࢸ࣮ࣔࢿ㸧

࡛ࡍࠋ

ෆᐜ㸸᪪ࡢᆅሙ㔝⳯ࡸ༓ⴥ┴⏘ࡢ㇜⫗ࢆࡗࡓࠕ㔝⳯
ࡢ࣑ࢿࢫࢺ࣮ࣟࢿࠖ

ᴗ⪅ྡ㸸132 ἲே㢼
ᴗྡ㸸ྠ⾜ㆤ࣭⛣ືᨭ࣭ᨺㄢᚋ➼ࢹࢧ࣮ࣅࢫ

ࠕ㇜࣮ࣟࢫࡢ࣑ࣛࣀ㢼࢝

ఫᡤ㸸ᅄ⾤㐨ᕷⰋẚ㸫

ࢶࣞࢶ࡙ࠖࡃࡾᣮᡓࡋ

㟁ヰ␒ྕ㸸㸫

ࡲࡋࡓࠋ

0DLO㸸PDLO#ND]HQSRRUJ

ࠖࢬ࣮ࢩࢡࢭ࣭ࢨ࣭ࣈ࣭࢜ࣝࢺࣂࠕ ۔

௦⾲㸸⡀℩㡰Ꮚ

ୖᫎࢺ࣮ࢡὶ
᪥㸸௧ 2 ᖺ 1 ᭶ 26 ᪥㸦᪥㸧13:15㹼15:45

㸫⦅㞟ᚋグ㸫

ሙᡤ㸸ࢃࢁ࠺ࡢ㔛 ࢃࢁ࠺ࡧࢇࡄ࣮࣍ࣝ

ࠐ⥴᪉㈆Ꮚࡉࢇࡣᚭᗏࡋ࡚ࠕே㛫⩏ࠖࢆᥦၐࠋࡲࡉ⏨

ไస㸸2017 ᖺࠊ࣓ࣜ࢝ࠊ122 ศ

ዪඹྠཧ⏬♫ࡢ┿㧊ࠋࡈෞ⚟ࢆ࠾♳ࡾࡋࡲࡍࠋ
㸦㹉㸧

ͤヲ⣽ࡣ 1 ࣮࣌ࢪࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸

ࠐࢤ࣮ࢸࡢゝⴥࠕዪᛶⓗឤぬࡢ᪉ࡀே㛫ࢆṇࡋ࠸᪉ྥ

㸫࠾ࡍࡍࡵࡢᮏ㸫

ᑟࡃࠖ࠶ࡿࡼ࠺ࠊࡇࢀࡽࡢ௦ ዪᛶࡶኌࢆ࠶ࡆ

ࠕዪᛶࡢどⅬ࡛ぢ┤ࡍேᮦ⫱ᡂࠖ

࡚࠸ࡇ࠺ࠋ
㸦㹄㸧

ⴭ⪅㸸୰ཎ ῟㸭ࢺ࣮࣐ࢶ ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ

ࠐᖹࡢ࠺ࡕ⏕Ꮡࡍࡿᶒࡢ㐩ᡂࡣ  ᮲ేࡏ࡚  ᮲ࡢ

ฟ∧㸸ࢲࣖࣔࣥࢻ♫

౯್ࠋ♫ࡢ࠶ࡽࡺࡿᕪูࡸᭀຊࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍⰍࠎ࡞せ

ᐃ౯㸸ᮏయ 2,000 㸩⛯

ᅉࢆ⌮ゎࡋࠊ᰿⤯ࡋ࡚࠸ࡃࡇࠋ㸦㸿㸧
ࠐ&$3㸦&KLOG$VVDXOW3UHYHQWLRQ㸧Ꮚࡶࡢᭀຊ㜵Ṇࠊ

ࡇࡢᮏࡣࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࢆ⓶ษࡾ

ᵝࠎ࡞ᭀຊࡽ⮬ศࡢᚰ㌟యࢆᏲࡿᭀຊ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢ

ࡋࡘࡘࠊ
ࠗࡳࢇ࡞ࡢࡇࢀࡽࡢ⫋

ண㜵ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㊶ࢆࡶࡗᗈࡆࡓ࠸ࠋ㸦㹑㸧

ሙ⎔ቃࡸാࡁ᪉ࡀ࠸࠶ࡿ

ࠐ⏨ዪඹྠཧ⏬ᴗࡣ͆ゝ࠺ࡣ᫆ࡃࠊ⾜࠺ࡣ㞴ࡁ͇᪥㡭

ࡁ㸽࠘ࢆㄽࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ

⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊᮏᙜ㞴ࡋ࠸ࡔឤࡌ࡚࠾ࡾࡲ

7000 ேࢆ㉸࠼ࡿୡ⏺つᶍࡢࢹ

ࡍࠋ
㸦㹒㸧

࣮ࢱㄪᰝࡽ⏕ࡲࢀࡓศᯒ⤖ᯝ

㸫ᐇ⾜ጤဨເ㞟㸟㸫

ࢆࠊㄞࡳࡸࡍ࠸ᙧ࡛♧ࡋࠊከࡃ

ᅄ⾤㐨ᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬ࣇ࢛࣮࣒ࣛᐇ⾜ጤဨ࡛ࡣࠊࡈ

ࡢேከᵝ࡞ാࡁ᪉ࡘ࠸࡚⪃

୍⥴άື࡛ࡁࡿ௰㛫ࢆເ㞟ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㒔ྜࡢ࠸࠸᪥

࠼࡚ḧࡋ࠸࠸࠺ࠊⴭ⪅ࡢ㢪࠸

ࡔࡅࠊ࠾㐩୍⥴ࠊ࡞ࡢཧຍ࡛ࡶᵓ࠸ࡲࡏࢇ㸟

ࢆឤࡌࡿ୍࡛ࡍࠋ

άື⯆ࡀ࠶ࡿ᪉ࡣᕷᨻ⟇᥎㐍ㄢ㸦㸧
ࡲ࡛࠾Ẽ㍍࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸲

