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生き方の選択肢を
増やすために

　2021 年、世界経済フォーラムが発表した日
本の男女平等の格差は 156 カ国中 120 位で、
世界的に見ても日本の男女平等が進んでいると
は言えません。妻がモーターボートレーサーで
専業主夫の日高邦博さんに話を聞きました。

性別役割分担意識がもたらすもの
　結婚して長女が生まれたのを機に専業主夫に
なりました。妻は職業の特性上、月の半分以上
は留守なので、主に私が育児をしました。私た
ち夫婦は、男性は「仕事」、女性は「家庭」とい
う性別による役割を意識したことはありません
でしたが、子育てする環境の中で感じることが
多々ありました。育児講座や健診などに行くと、
男性はいつも私一人。最初は参加するのも恥ず
かしかったです。抱っこひもなどの子育て用品
も今ほど機能的ではなく、男性にとって使いに
くいものもありました。性別役割分担意識は女
性の社会参画を阻害するだけでなく、男性にとっ
ても生き方の選択肢を狭める要因になります。

少しの勇気が周りの意識を変える
　慣習や慣例は給与格差や昇進差別を生む一因
となり、女性の社会進出を阻害してきました。
人々の意識が変わらない、男女平等が進まない
根源は、この慣習や慣例にあると思います。同
時に、女性の中にも「それは男性の役割だから、
私たちは縁の下の力持ちでいい」という考えの
人もいたはずです。誰もが性別にとらわれず、
生きやすい環境をつくるには、互いを尊重し、
理解し、変わることへの勇気や希望を誰もが持
たなくてはなりません。　　
　最初はママ友社会から、異性として距離を置
かれているように感じました。ところが、時間
がたつにつれ「同じ子育てをしている仲間なん
だ」と受け入れてくれるようになり、「今晩何
作る？」があいさつになりました。一歩踏み出
すことで周囲の意識も変わったんです。

人それぞれの生き方を尊重して
　家事や育児に参加することで、子どもの成長
をそばで見られました。２人の子どもはすでに
成人しましたが、「結婚するならパパのような
男性がいいな」と言ってくれます。人生には色
んな選択肢があると思います。誰もが自由な選
択ができる環境づくりが進むことを願っています。
問男女平等政策課
（☎0942･30･9044、℻ 0942･30･9703）
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久留米市男女平等政策審議会
委員。長女の誕生を機に仕事
を辞め、主夫になる。講演
会などの講師や執筆活動を行
い、現在は日本語教師の一面
も。昭和 36(1961) 年生まれ

日高邦博さん

日曜在宅医

【救急車を呼ぶか、病院に行くか迷ったとき】
24 時間受け付け救急電話相談・医療機関案内
■プッシュ回線＃７１１９　　■☎０９２･ ４７１･ ００９９

全日曜、祝日
外科 聖マリア病院 津福本町 35-3322
外科 新古賀病院 天神町 38-2222

内科・外科 嶋田病院 小郡市 72-2236

※�平時の診療時間や災害時の開閉は各医療機関に
問い合わせてください
※�医療機関が変わる場合があります。変更は市
ホームページ「日曜在宅医」で確認してください

【夜間・休日の子どもの急な病気やケガで心配なとき】
小児救急医療電話相談

■平日 19 時～ 7 時、土曜は 12 時から
日曜・祝日は 24 時間受け付け

■プッシュ回線・携帯電話 #8000　■☎ 37･6116

休日当番薬局は久留米三井薬剤師会ホームページへ

※青字の医療機関では、市の各種健診やがん検診
などが受診できます。受診できる検診項目は各病
院へ直接問い合わせてください

7 月 4 日

内
科

竹田津医院 国分町 21-3720
緒方胃腸科医院 荘島町 34-8311
合川さかもと内科 合川町 41-8585
安本病院 三潴町 64-2032
くにたけ医院 大木町 0944-32-1105
田中医院 うきは市 0943-77-2443

外
科

弥永協立病院 六ツ門町 33-3152
神代病院 北野町 78-3177
福田病院 大川市 0944-87-5757
くまがえクリニック 田主丸町 0943-72-2528

小
児

河野小児科 国分町 21-3219
まつゆき小児科医院 北野町 78-3105

眼槇眼科医院 城南町 32-4807
耳松田耳鼻咽喉科医院 大川市 0944-88-2100
歯小森野けいすけ歯科・みなこ矯正歯科小森野 65-5990
産いでウイメンズクリニック 天神町 33-1114

6 月 27 日

内
科

よしかいクリニック 花畑 39-4114
高良台リハビリテーション病院 藤光町 51-3838
古賀内科クリニック 野中町 38-7350
小郡三井医師会休日診療センター小郡市 72-5534
富田病院 城島町 62-3121
萬年内科 城島町 62-4161
田主丸中央病院 田主丸町 0943-72-2460

外
科

猿渡整形外科医院 国分町 21-8866
神代病院 北野町 78-3177
高木病院 大川市 0944-87-0001
田主丸中央病院 田主丸町 0943-72-2460

小
児

長井小児科 天神町 32-2082
きのした小児科クリニック 小郡市 72-6856

眼つる眼科医院 善導寺町 47-3678
耳川崎耳鼻咽喉科医院 柳川市 0944-72-2235
歯大石歯科クリニック 御井町 44-0014
産翁産婦人科医院 諏訪野町 46-8181

本村産婦人科医院 大川市 0944-86-3603

6 月 20 日

内
科

久留米南病院 荒木町 26-0100
いわい内科胃腸科医院 上津 22-0123
西村医院 長門石 32-8712
新古賀リハビリテーション病院みらい小郡市 73-0011
小郡三井医師会休日診療センター小郡市 72-5534
安本病院 三潴町 64-2032
熊谷医院 田主丸町 0943-72-2316

外
科

三原医院 瀬下町 32-2509
寺崎医院 城島町 62-3336
福田病院 大川市 0944-87-5757
原鶴温泉病院 うきは市 0943-75-3135

小児田中地平小児科 津福今町 34-9302
眼鶴丸眼科医院 筑後市 52-0002
耳江崎耳鼻咽喉科医院 筑後市 53-2347
歯くるめ東町歯科医院 東町 46-5050
産河田産婦人科 梅満町 32-2502

大橋医院 大川市 0944-87-9868

6 月 13 日

内
科

花畑病院 西町 32-4565
井上クリニック 本山 51-0050
井上内科医院 大善寺南 51-3380
小郡三井医師会休日診療センター小郡市 72-5534
富田病院 城島町 62-3121
たなか医院 大木町 0944-33-0075
宿里医院 大川市 0944-86-4069
山﨑医院 うきは市 0943-75-8775

外
科

まつもと医院 上津 22-8181
高木病院 大川市 0944-87-0001
田主丸中央病院 田主丸町 0943-72-2460

小児ひだか子どもクリニック 南 22-0119
眼石川眼科医院 荘島町 34-1881
耳池田耳鼻咽喉科医院 朝倉市 0946-21-1678
歯たざき歯科医院 東合川 44-9470
産新古賀病院 天神町 38-2222

6 月 6 日

内
科

亀尾医院 荒木町 26-5151
筒井医院 花畑 32-4114
松尾内科医院 国分町 22-0148
小郡三井医師会休日診療センター小郡市 72-5534
安本病院 三潴町 64-2032
溝田医院 大川市 0944-86-3238
田主丸中央病院 田主丸町 0943-72-2460

外
科

くるめ病院 新合川 43-5757
神代病院 北野町 78-3177
福田病院 大川市 0944-87-5757
吉村病院 田主丸町 0943-72-3131

小児善導寺こどもクリニック 善導寺町 47-0818
眼実吉眼科医院 天神町 37-3111
耳井上耳鼻咽喉科医院 日吉町 32-8812
歯ふかみず歯科クリニック 安武町 65-8249
泌尿宮原泌尿器科クリニック 大木町 0944-33-2424
産田崎クリニック 長門石 33-7227
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