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茅ヶ崎市男女共同参画推進センター愛称選考会議 

会 議 録 

 

 

 

議題 

 

１．茅ケ崎市男女共同参画推進センター愛称の決定について 

２．その他 

 

 

 

 

日時 平成２５年１月２９日（火）１４時~１６時３０分 

場所 茅ヶ崎市女性センター 第１会議室 

 

出席者 

 

委員長 

文化生涯学習部長 吉田 学 

副委員長 

男女共同参画課長 大西 邦彦 

委員 

文化生涯学習課長 千木良 均 

スポーツ健康課長 川口 稔 

小室 典子（ちがさき男女共同参画推進プラン協議会会長） 

中嶋 公子（ちがさき男女共同参画推進プラン協議会副会長） 

川口 宏美  （公募の市民委員） 

久保田 富士子（公募の市民委員） 

仲摩 彩   （公募の市民委員） 

松田 正雄  （公募の市民委員） 

 

事務局１名 

 

 

会議の公開・非公開 公開 

傍聴数 １名 

非公開の理由  
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●委員長 

お忙しいところ、お集まりいただきありがとうございます。これより、茅ヶ崎市男女共同

参画推進センター愛称選考会議を開会いたします。会議の傍聴に関してご希望の方がいら

っしゃいますが、会議の傍聴を許可してよいでしょうか。 

●委員 

良いです。 

●委員長 

それでは、先に配布資料について、事務局より確認をお願いします。 

●事務局 

それでは、改めまして本日は、お忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございます。

今回の愛称の募集にあたっては、８８件６８人の応募がありました。 

配布資料は、「次第」Ａ４で１枚、資料１は、「茅ヶ崎市男女共同参画推進センター」愛称

募集状況についてとして今回の募集にあたっての集計と参考、資料２はＡ３で３枚、応募

いただいた愛称をとりまとめた愛称表、資料３は参考として「全国男女共同参画関連施設

（愛称５０音項）」、資料４は神奈川県の「男女共同参画施設の名称及び計画名」の一覧表

です。資料２の応募いただいた愛称表の右の参考欄は、資料３の全国関連施設の中で、同

じ愛称名や似たような愛称の施設の番号を参考に掲載しております。 

●委員長 

それでは、資料をご確認いただきましたが、配布資料につきましてご質問はありますか。 

●中嶋委員 

配布資料といいますか、会議の進行について質問があります。 

茅ヶ崎市男女共同参画推進センターの愛称を選考するにあたり、茅ヶ崎市の方のご意見と、

全国の方のご意見を同等に扱うのでしょうか。茅ヶ崎市の方のご意見を優先しないのでし

ょうか。全国から愛称を募集する意味はないのではないかと思います。 

●会長 

事務局、募集に関する説明をお願いします。 

●事務局 

今回の会議の愛称選考会議の市民委員については、茅ヶ崎市の施設の愛称を決めるという

意味から、市内在住在勤等市民の方を対象とし公募しました。 

資料１にも公募のチラシを参考に掲載いたしましたが、愛称公募については１月１日号の

広報に愛称募集の記事を掲載し、市内公共施設等に募集用紙を設置、応募しやすい方法を

と考え、ホームページ上に応募フォームを作成し公募する共に、携帯用のＱＲコードも作

成しました。その他はがき、ＦＡＸでも応募を受け付けました。また、女性センターの会

議室をご利用の方々にも、直接チラシを配布しご案内をしました。愛称に関しては、特に

市民と限定せず、公募しております。 

実際には、これだけの愛称が集まったのですが、どれだけ集まるのかが不安な中で、実施
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しました。あくまでも男女共同参画の考え方は、国も県もなく、共通のものであると思っ

ています。 

今回は、これだけのご提案が集まる中で、この会議の中で茅ヶ崎市の方を優先しようとい

う形でご議論いただいた結果であれば、ひとつ選考の基準として加えていただいても構わ

ないと考えています。 

●中嶋委員 

センターに対してどういうふうであるべきか。ふさわしい愛称は何であるのか。これだけ

の件数から検討するのは不可能に近いと思います。茅ヶ崎市だけにすると、件数が減るの

で、そこで検討し、その中でどうしても愛称として合わないとなれば、市外の他のものも

参考にするということもできると思います。この施設は全国の人が使うわけではなく、税

を支払っているのは市民だから、市外は除いて市民が考えたものから考えるべきではない

でしょうか。 

●委員長 

他の委員はいかがでしょうか。 

●仲摩委員 

住所は、今現在の住んでいるご住所ですか。 

●事務局 

応募の時には、ご応募の方の連絡先住所としてご記入いただいたものです。実際に、在住

在勤かどうかを調べたものではないので、在勤の方については、藤沢市や横浜市等市外と

いうこともあるかと思います。もともと識別するために、住民票上の住所、勤務先を記入

くださいと規定したものではないので、ご本人が連絡先住所として記入した住所を茅ヶ崎

市の方は「茅ヶ崎市」として載せています。 

この中で「茅ヶ崎市」としてご住所をご記入いただいた方ですと、４５件あります。 

●川口委員 

ということは、茅ヶ崎出身で茅ヶ崎に愛着がある方や、１ヶ月前まで茅ヶ崎に住んでいた

方などもいらっしゃる可能性がありますよね。 

●事務局 

はい。こちらではあくまでも、茅ヶ崎にゆかりがあるかどうか等の理由は聞かず、住所と

してご本人に登録いただいたのです。 

●委員長 

他の委員はいかがでしょうか。 

●松田委員 

他の県の方の応募があったことを考えると、市民でなければならないというご意見もあり

ますが、先ずは、８８件の中で他の施設と重なっているものが問題ではないでしょうか。 

まず、それを除外していくと、数は減るのではないでしょうか。 

●委員長 
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他の委員の方はいかがでしょうか。 

●中嶋委員 

とにかく、選びやすい方法を考えなければいけないと思います。 

●小室委員 

ご提案いただいたとおり、他の施設と重なると思われる愛称をどのように扱うのかを、こ

の会議の中で話し合っていただきたいと思っております。私自身も、重なるものではない

愛称の方が良いのではないかと思っております。 

●委員長 

では、市内外問わず、候補として取り扱うのか。また、他の自治体と重なる愛称をどのよ

うに扱うのかについて決めたいと思います。何かご意見はありますか。 

●中嶋委員 

皆さんのお考えはわかりませんが、私は、茅ヶ崎市の中で選び、その後に、案がないとい

うことであれば、市外の案の可能性も考えるという方法が良いと思います。茅ヶ崎市の人

が一生懸命考えたものの中から考えた方が市民に対して優しいと思います。 

●松田委員 

愛称募集については、広く広報をかけた後に、やはり市民にしましたというのは、良くな

いと思います。 

●中嶋委員 

私も、まさか全国に公募をかけているとは知らなかったものですから、どのように考えれ

ば良いのかがわからないです。 

●仲摩委員 

選考方法についてですが、例えば１０分くらいリストを確認して、ひとりずつどれが良い

のかを選べば、例えば３個ずつでも重ならなければ最高で３０件、どうしても茅ヶ崎の方

にこだわるのであれば、その中で選んでいただければ良いのではないかと思いますがいか

がでしょうか。 

●スポーツ健康課長 

私も、只今のご意見に近いのですが、最初から市内か市外か、既存にあるのか、ないのか

に絞らなくても良いのではないかと思います。市民には、在住、在勤の方を含めると考え

ると、市外の方もいらっしゃるのですから、最初から市外の方を除外しなくても良いと思

います。ある程度、誰もが良いと思うもの、誰もが、今回はふさわしくないと思うものを

除外して、考えた方が良いのではないでしょうか。 

●委員長 

では、後ほど掘り下げてまいりますが１０分ほど休憩をとり、リストを見てください。 

●松田委員 

他の関連施設と重なったものも良いということですか。 

●委員長 



5 

 

その辺りも含め、休憩後話をしましょう。 

●中嶋委員 

では、手項ですが、休憩の中で資料を見て、その後、ふさわしい名称であるかどうかの議

論はないのでしょうか。 

●委員長 

その辺りも、休憩後に話し合うこととし、これより暫時休憩とします。 

●委員長 

では、会議を再開します。 

先ほどからテーマとなっております、市内、市外、他の公共施設と重なっているものをど

のようにするのか、再度ご意見をお願いいたします。いかがでしょうか。できるだけ、合

意のもとに決めていきたいと思っています。 

では、特にご意見が無いようですので、同じ提案された愛称でも、茅ヶ崎市外の方がいら

っしゃいますが、まずは、全体を候補としてよろしいでしょうか。全体を候補として良い

という方の挙手をお願いいたします。 

～挙手～ （賛成８名、反対１名） 

では、全体を候補としたいと思います。 

次に、全国の関連施設と重なっている愛称を除外するかどうかについては、いかがでしょ

うか。重なっているところを除外した方が良いかについて挙手をお願いいたします。 

～挙手～ （賛成７名 反対２名） 

それでは、重なっている名称は除外するということで決しました。よろしいでしょうか。 

●松田委員 

愛称の関連事頄ですが、特許などのように、愛称に関して登録や届け出はしないのでしょ

うか。 

●事務局 

条例上は、茅ヶ崎市男女共同参画推進センターを正式名称とし、使用してまいりますが、

愛称の届け出をする予定はありません。 

●委員長 

続きまして、重なっている名称を確認します。事務局から説明をお願いします。 

●事務局 

愛称表の右列の関連欄には、資料３としてお配りしている「全国男女共同参画関連施設（愛

称５０音項）」と照合して関係していると思われる施設の一覧番号を掲載しています。「あ

ざれあ」は１３番、「あすてっぷ」は１５番、「いこる」については、イコールを意味して

いるとして関連施設に３１番を参考として掲載しております。ウィズについては、何件か

同じように愛称として使用している施設があります。また、「かがやき」、「きらめき」につ

いても参考として同様に７４，５番、８４，５番です。「参画センター」という愛称は、省

略した読み方として、呼びやすさを求めているとしている例として関連に掲載しています。
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次に、「スクラム」については、川崎市の例として「すくらむ２１」があります。その他、

「ハーモニー」「ぱれあ」「ふらっと」「ふれあい」等も関連の愛称使用例として参考欄に掲

載しております。ご確認ください。 

●委員長 

それでは、関連施設と関連するものを除き検討していきたいと思いますが、募集の要件で

あった６文字以上の愛称につきましても、検討から省いていきたいと思います。 

●小室委員 

少し、よろしいでしょうか。愛称の中で、公共施設ではありませんが、葬祭場等で使用さ

れている「ぼんど」「きずな」は、省いてはいかがでしょうか。 

●委員長 

それでは、関連施設以外にも使用されている例をお出しいただきましたが、これまでの議

論をふまえ、どのように愛称を決めていったら良いかについて、ご意見はありますか。 

●中嶋委員 

評価の基準の中で、男女共同参画推進施設にふさわしいのかは大事だと思います。 

また、親しみやすさというのも大切だと思います。茅ヶ崎市の男女共同参画推進施設にふ

さわしい施設かどうかということがポイントでいうと、ただ名前だけを見て、良いかどう

か決めるというのは違うと思います。私は疑問に思います。まず、先に、これは良いとい

う愛称を出し、それがふさわしいかどうかの議論に逆転させるという方法もあるかと思い

ますが、いかがでしょうか。 

●委員長 

他の委員はいかがですか。 

●久保田委員 

愛称を募集する時に、男女共同参画にふさわしいといった条件は出していないのですか。 

●事務局 

本日の資料にも募集した時のチラシを参考に掲載しておりますが、「茅ヶ崎市の男女共同参

画にふさわしい愛称を募集します。」と、謳っております。この、茅ヶ崎市の男女共同参画

のプラン等の理念をすべてチラシで説明することは難しいですが、男女共同参画施策を推

進するためのセンターの愛称募集であるということは、説明しています。 

●久保田委員 

応募された方は、そのような形で応募されたと思って良いのですね。 

●事務局 

事務局といたしましては、ご応募いただいた内容からみても、そのように考えております。 

●委員長 

男女共同参画社会基本法についても、触れているところはありますか。 

●事務局 

はい。愛称募集とともに市民委員の方の募集を同じチラシに掲載しましたが、その際に、
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男女共同参画社会基本法の条文を理念として掲載し、こういった目的の施設ですと紹介し

た上で、公募をしています。 

●委員長 

先ほど、ご意見がありましたが３つ程候補を挙げていただき、その後、その理由とともに、

検討する方法はいかがでしょうか。 

●文化生涯学習課長 

先ほど、１０分程度リストを読んだ中で、ふさわしいと思える愛称が複数浮かんでいるか

と思いますので、ここで実際に発表していただいた方が良いのではないかと思います。 

●委員長 

では、３つが難しければ、３つには限定しない形で、候補をご発表ください。 

●文化生涯学習課長 

９「イーチア」２３「かや」２８「キラリ茅ヶ崎」５０「チガサキラリ」７０「ふらっと

ぴあ」５点を候補として絞りました。 

●男女共同参画課長 

９「イーチア」３０「クロスパレア」３４「さざなみ」６１「ハモリエ」８３「リアン」

以上５点です。 

●仲摩委員 

８「アルモニー」２３「かや」３４「さざなみ」７２「ポポラ茅ヶ崎」４点です。 

●川口委員 

３「あくりーと」８「アルモニー」３０「クロスパレア」６１「ハモリエ」７６「ミクシ

テ」４点です。 

●スポーツ健康課長 

８「あるもに」２０「おーる」４０「しゃいん」５１「ちがさん」５４「ともセン」６１

「ハモリエ」６６「ぴあちがさき」７点です。 

●中嶋委員 

質問ですが、皆さんからの御意見をいただいた後、数で決めるのですか。 

●委員長 

ここでは、候補を挙げていただておりますので、愛称の決定方法は、次に皆さんにお諮り

して決めたいと思います。 

●久保田委員 

９「イーチア」１１「いこりあ」２３「かや」３４「さざなみ」５１「ちがさん」５点で

す。加えさせていただくと、高齢者には、日本語が良いと思います。ピアでもわからない

方もいらっしゃると思います。 

●スポーツ健康課長 

進行の確認ですが、皆さんからの愛称の選考候補を挙げていただいたものについて、意見

を述べる機会があると理解してよろしいでしょうか。 
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●委員長 

はい。そのように進行する予定です。 

●松田委員 

８「アルモニー」２６「きらめきパル」３０「クロスパレア」３７「シチズンコア」４１

「ＪＯＹセン」５０「チガサキラリ」６１「ハモリエ」７０「ふらっとぴあ」８０「リボ

ーン」以上です。 

●小室委員 

まず、除きたいと思っているのが「きずな」と訳がそれを意味するもの、７３「ＢＯＮＤ

ぴあ」です。選んだのが、２０「おーる」２７「きらり」２８「キラリ茅ヶ崎」３０「ク

ロスパレア」４９「ちがさぴあ」６１「ハモリエ」６６「ピアちがさき」絞り込めていま

せんが、以上です。 

●中嶋委員 

愛称には、茅ヶ崎市男女共同参画推進センターが前に付きますよね。 

●事務局 

はい。条例上の正式名称は「茅ヶ崎市男女共同参画推進センター」です。 

今後は「茅ヶ崎市男女共同参画推進センター（愛称）」という形で広報してまいります。 

●中嶋委員 

そうしますと、茅ヶ崎という言葉が、もう一度入るのは、しつこくなってしまうと思いま

すので、考慮したらいかがでしょうか。私は、６２「ｐａｒｉｔｅ」、男女同数、同数制の

意味を持っているので、提案者は知っていてフランス語、ローマ字で提案していますが、

それをカタカナにしてパリテが良いと思います。次に、７５「ミクシテ」、これは「男女共

生社会を意味するので良いと思います。８３「リアン」はフランス語で、きずな、関わり

を意味するので、以上３件を選びました。 

●委員長 

これで、全委員に愛称の候補をいただきましたが、事務局、確認をお願いいたします。 

●事務局 

では、番号項に確認します。 

３「あくりーと」８「アルモニー」９「イーチア」１１「いこりあ」２０「おーる」２３

「かや」２６「きらめきパル」２７「きらり」２８「キラリ茅ヶ崎」３０「クロスパレア」

３４「さざなみ」３７「シチズンコア」４０「シャイン」４１「ＪＯＹセン」４９「ちが

さぴあ」５０「チガサキラリ」５１「ちがさん」５４「ともセン」６１「ハモリエ」６２

「ｐａｒｉｔｅ」６６「ピアちがさき」７０「ふらっとぴあ」７２「ポポラ茅ヶ崎」７６

「ミクシテ」８０「リボーン」８３「リアン」、以上の２６件が候補としてあがりました。 

●委員長 

２６件が候補としてあがりましたが、選考の基準を見ながら、ここで皆さんからの提案を

いただきたいと思います。 
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●小室委員 

先ほどもご意見があったかと思いますが、様々な年齢層で覚えやすい、言いやすい、わか

りやすい、ということがポイントかと思います。 

●スポーツ健康課長 

確認したい点が、２点あります。６２「ｐａｒｉｔｅ」について、カタカナにしてはどう

かというご提案がありましたが、この会議として、応募案を直してでも愛称を決めるのか

どうかということがひとつあるかと思います。最終的に出て来たものを参考として、新し

いものに決めていくのかどうかをこの時点で決めた方が良いと思います。もう一点は、わ

かりやすさという点は、私も若干思っていて、カタカナ語であるフランス語、イタリア語

など、英語でもわかりにくいという問題があります。先ほど、ご高齢の方についてのご意

見が出ておりましたが、わかりにくい愛称は除いた方が良いと思います。これまでの役所

での経験からですが、北口にあるネスパ茅ヶ崎というビルに名称を付けたことがあります

が、当時、あまり定着がしなかったということもありましたので、わかりにくい名前は考

えた方が良いと思います。それでも、あえて、カタカナ語を何らかの意味を示していこう

ということもありますが、多くの人に受け入れられるには、簡単で呼びやすい方が良いと

思います。「どこどこに行こう」という時には、４文字くらいが一番良いかなとも思います。 

●久保田委員 

例えば、省略してフレスポという所がありますが、最初は、何でフレスポなのだろうと話

題になりましたが、行ってみればフレンドリー・スポットと書いてあるわけです。あまり

にも省略した日本語を使いすぎているという印象はあります。 

●松田委員 

賛成です。解説が必要ないものであれば、わかりやすく、そういうものが良いネーミング

だと思います。 

●委員長 

他にご意見はありますか。 

●仲摩委員 

基本的には、先ほどのご意見に賛成ですが、ただ呼びやすい、言いやすいというものだけ

にするのは、どうかとも思います。呼びやすければそれで呼びますし、後は、「何でこうい

う愛称なんだろうね・・」という話題にはなります。例えば、「アルモニー」はわからない

けれど、「アルモニーに行こう」と呼びやすく言いいながらここに来て、結果、アルモニー

ってどういう意味は何ですかと話題になれば、意味を聞くコミュニケーションのひとつに

はなるかもしれないなと思います。 

●久保田委員 

ひびきは良いかもしれませんが、何でフランス語の名前にしたのだろうと、多くの方はお

っしゃると思います。 

●スポーツ健康課長 
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それでも、この「アルモニー」という言葉は、まだ受け入れやすいとは思います。英語の

ハーモニーと似ていますし、まだわかりやすいとは思います。「ハモリエ」も、英語のハー

モニーをもじっているのだと一回聞けば、定着するのかとも思います。 

●小室委員 

私は初めて、フレスポの意味を伺って知りました。フレスポは覚えていますが、何でフレ

スポになったのかは会話の話題にあがったことも無かったので、そこから会話が広がって

いくというのも、もしかしたらごく一部なのかとも思います。 

●川口委員 

広報の仕方もあるかと思います。どうしても意味が良いという愛称になった場合には、い

かに皆さんにそれをお知らせするかという広報の方法もひとつ大切であると思います。 

●久保田委員 

ネーミングというのは、それなりの意味を持った方が良いと思います。 

●男女共同参画課長 

公共施設の愛称なので、呼びやすい愛称であることが一番だと思います。今、フランス語

は、わかりづらいという意見もありましたが、我々が子どもの頃は、英語もわかりづらい

もので、ある程度時代が進んでくると内容がわかってくることもあります。先ほど、「ｐａ

ｒｉｔｅ」というものがありましたが、フランスのパリテ法という法律がある程度定着し、

浸透してくると、市民に浸透してくるということもあるかと思います。昔は、コンビニと

言っても何だかわからなかった。学校に行って、勉強して、便利という意味からコンビニ

エンスストアだとわかったこともあります。期待を込めて、男女共同参画を進める中で、

フランスのパリテ、男女同数はかなり大切なことであるとは思います。難しいから排除す

るのではなく、その辺りも考えていただけたらと思います。 

●委員長 

他にご意見はありますか。 

●松田委員 

このネーミングを使うのは、茅ヶ崎市男女共同参画推進センターという長い名称の後です

から、単純化した２文字など、６文字以下とは必須で、短い方が良いと思います。因みに、

「かや」という茅ヶ崎の茅はどこかで使用されていませんか。 

●小室委員 

「かや」とか「さざなみ」というのは、サークル名称でかなり使用されています。 

●松田委員 

やはり多いですよね。こういったものも除く対象となると思います。その他、「キラリ茅ヶ

崎」というのも、茅ヶ崎が重なりますし、除いた方が良いと思います。 

●委員長 

この中から、最終的に１件絞るためには、ご意見をいただきながら、そろそろ決めていき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 
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●久保田委員 

「かや」というのは、公共施設名称にはあるのでしょうか。 

●事務局 

公共施設名称では思い当りませんが、確かにご指摘いただいたとおり、女性センターを使

用されている団体や情報紙名等にもあります。危惧いただいている部分はあるかと思いま

す。 

●委員長 

いかがでしょうか。この中から、決めていきますか？ 

●中嶋委員 

もう一度、男女共同参画推進センターというのは、何をやるところかということを考えて、

皆が親しみを持てて、頭にすぐ入って、あそこねと思うものを選ばないと、短くても意味

がずれていると良くないと思います。男女共同参画推進は何なのかということです。それ

を的確に３、４文字ですぐに覚えられるような愛称であれば、いいのではないかと思いま

す。「アルモニー」という愛称が出ていますが、調和というのは、それはそれで良いのです

が、男女共同参画というのは、調和ではなく男女平等ということであり、その辺りをより

的確に言葉として単純にわかりやすく表すことだと思います。 

●事務局 

これまでいただいたご意見の愛称には、画面で色をつけてみました。茅ヶ崎が付いている

もの、調和であるハーモニーに関するもの等です。 

●小室委員 

「キラリ茅ヶ崎」というのは、関連施設にも類似例がありましたし、茅ヶ崎と付いていま

す。 

●中嶋委員 

「キラリ茅ヶ崎」の「キラリ」には、あまり意味がないと思います。 

●小室委員 

しかし、２７「きらり」にご提案いただいている理由の、「1 茅ヶ崎の海の輝き 2 未来を見

つめる子供たち、それを見守る大人たちの瞳の輝き 3 老若男女が平等で、溢れる笑顔から

の輝きこの 3 つが揃って輝く社会を目指すという思いを込めました。」を読むと、なるほど

と思うところがあります。 

●中嶋委員 

男女共同参画の意味はないと思います。 

●スポーツ健康課長 

少しよろしいでしょうか。こちらのセンターは、男女だけではないのですよね。外国人や

少数派の方の人権に配慮して対応するということですよね。そうすると、必ずしも男女と

いうわけではないのではないですか。 

●中嶋委員 
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すべての人は男女に分かれるわけで、茅ヶ崎市にいる外国人の方も、一緒に共生するとい

う意味では、いろいろな人を含め、すべての男女の人が平等に生きられるというのが男女

共同参画です。 

●スポーツ健康課長 

それは、男性と女性しかいない、必ずどちらかにあてはまると聞こえるのですが。いわゆ

るマイノリティの方の支援はどうなのですか。 

●中嶋委員 

そこには、マイノリティの人も含まれるという考えです。例えば、マイノリティの方も一

緒に暮らすわけですが、その中にも男女差があって、外国によっては、男女差がもっとは

っきりしている国もありますが、男女という関係性の中では男女差なくやっていきましょ

うというものです。もっと広く、ここでは、大きな意味合いとして共生社会こそが、男女

が平等となっている社会でなければならないということを考えているのであり、共生社会

では、男女が平等であるという中で成り立っているのです。 

●スポーツ健康課長 

それでは、男女共同参画に重点があるように聞こえますが。 

●中嶋委員 

社会そのものは、皆が一緒に生きていく、男女が一緒に生きていくというものですが、男

女が平等にというのは、どちらが上でも下でもなくて、基本的な考え方のベースとしてあ

り、例えば日本国憲法でも男女が平等であり、先ずは、男女平等であり、共生社会も成立

していくのです。 

●スポーツ健康課長 

男女の問題と共生の問題は同列、同レベルだと思っていたのですが。 

●中嶋委員 

共生社会が機能し、成立するためには、基本的人権、男女が平等であることをベースとし

ていて、そこで男女共同参画課は、多文化共生と男女共同参画が一緒になっているのだと

思います。 

●スポーツ健康課長 

私の中では、外国人等の別なく共生と考えると、そこには男女ということは関係ないと思

うのですが。 

●男女共同参画課長 

この問題は、根底に女性差別という問題があります。 

●小室委員 

ゆくゆく成熟した社会となったら、男女ということも意識しない社会となれば良いと思っ

ております。 

●委員長 

それでは、ここでは「アルモニー」は残していただき、ここまでのお話で、「かや」と「キ
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ラリ」と「キラリ茅ヶ崎」「さざなみ」「チガサキラリ」「ちがさん」「ピアちがさき」は除

いてよろしいでしょうか。 

●スポーツ健康課長 

「ちがさん」「ともセン」は誰にもわかりやすく、言葉も短く、呼びやすいと考えて、提案

しました。 

●中嶋委員 

省略したものである愛称は言葉のセンスとして、良くないと思います。茅ヶ崎の参画セン

ターで「ちがさん」というのは、もう少しひねっても良いかもしれませんね。男女共同参

画推進センターの次に「はもりえ」、調和がくるのは意味が複雑となると思います。 

●小室委員 

ハーモニーの中に、男女共同参画の意味があるかどうかをお調べいただけますでしょうか。 

●スポーツ健康課長 

投稿者が記載した意味だけを信じて良いかどうかですね。 

●仲摩委員 

調べましたら、ハーモニーはもともとギリシャ語で、一致、連結を意味しているとなって

います。 

●中嶋委員 

男女共同参画は、一致、連結という意味ではないですよね。 

●仲摩委員 

そうなると、完全にフランス語の訳などになりますよね。意味をと言うのであれば、そう

いうことになってしまうのではないでしょうか。 

●松田委員 

愛称なのだから、意味はなくても良いと思います。ペットネームですよね。 

●仲摩委員 

「シャイン」などは、全然意味が違うのだから除くということになってしまいます。そう

なると、愛称は男女共同参画の訳ということになるのですか。 

●小室委員 

男女共同参画と合致していないものを除くのか、愛称としてそうではないものも候補とし

て入れるのかということですよね。意味をとすると、候補が絞られてしまいますよね。 

●仲摩委員 

例えば、リアンもフランス語ですが、意味が絆となれ男女共同参画の意味はないというこ

とになりますよね。 

●小室委員 

そう思います。選考の方法として考慮する基準をどのようにしていくのかですよね。日本

語の茅ヶ崎市男女共同参画推進センターが付くので、愛称としてどこまで求めるのかだと

思います。 
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●男女共同参画課長 

「ちがさん」というのは、愛称としなくても、参画センターなど、略称として呼んでくれ

るとも思えます。 

●久保田委員 

ひびきが良いものが良いと思います。 

●スポーツ健康課長 

そう考えると、省略しているものは、除いても良いと思います。 

●委員長 

皆さんいかがでしょうか。 

●委員 

除いて良いと思います。 

●委員長 

その他いかがですか。 

●久保田委員 

「ＪＯＹセン」というのは、あまりすぐに言葉が頭にまわらないと思います。 

●松田委員 

「クロスパレア」や「シチズン」というのは、かなり高度な提案だと思います。 

●小室委員 

ここからはひとつずつ、候補を見ていってはどうでしょうか。 

●スポーツ健康課長 

「あくりーと」から項に、提案した方が説明をしてはいかがでしょうか。 

●川口委員 

「あくりーと」ですが、深く考えて見ると、強く言える理由はないのですが、共生や共存

ということで選びました。 

●松田委員 

響きは悪くないと思います。 

●事務局 

事務局としては、今回、愛称を公募するにあたっては、これまで女性センターの周知が低

かったという経緯もあり、必ず男女共同参画推進センター「○○」という形で、長くても、

男女共同参画推進センターを表示し広報できたらと思い、言いやすい短い６文字以内とし

て愛称を公募しました。男女共同参画社会基本法の下に施策を推進し、活動しているとい

うことが名称から解るので、ご意見にもありましたが、日本語の良さだったり、響きだっ

たり、何かなぁ・・・と思ってもらうなど、様々な意味でフラットに考えていただければ

と思っております。 

会議冒頭でご議論に出ていましたが、茅ヶ崎市の方も残っておりますので、気持ちをくみ

上げていただけるのかどうか、画面の表の中で、色を付けてみましたので、ご検討くださ
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い。 

●小室委員 

よろしいでしょうか。直感的なイメージから、言葉の意味は無いですが、２７「キラリ」

言葉のイメージが良いと思っています。 

●松田委員 

言葉はきれいなのですが、ＮＨＫの連ドラにあったので、そこにイメージが戻ってしまう

かもしれません。 

●中嶋委員 

「あくりーと」というのは、ある年代以降の方には、受け入れられる言葉でしょうか。 

●久保田委員 

使わない言葉だと思います。 

●中嶋委員 

逆に使いやすいものは何でしょうか。 

●久保田委員 

意味があるものがわかりやすく使いやすいと思います。 

●中嶋委員 

イコールという言葉からきている「いこりあ」はいかがでしょうか。 

●久保田委員 

私は良いと思います。イコールというのは、平等ということは解ります。 

●スポーツ健康課長 

さきほど、「きらり」の話で前にドラマに使用されたということはありましたが、きれいな

言葉で、ひらがなですよね。事務局から話がありましたが、男女共同参画推進センターの

後ろにつける愛称であることを考えると、最初は特に選ばなかったのですが、そういった

意味で考えると良いのではないかと思います。 

●小室委員 

きらりという語呂が良いと思います。 

●中嶋委員 

「きらり」には、何の意味もないと思いますが。 

●小室委員 

しかし、理由の「1 茅ヶ崎の海の輝き 2 未来を見つめる子供たち、それを見守る大人たちの

瞳の輝き 3 老若男女が平等で、溢れる笑顔からの輝きこの 3 つが揃って輝く社会を目指す

という思いを込めました。」を見ると、なるほど、意味があるなと思えます。 

●松田委員 

単純化してあって、きれいな言葉だとは思います。 

●中嶋委員 

男女共同参画推進センターの内容と「きらり」は少しずれると思います。 
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●小室委員 

茅ヶ崎の方の提案で、頂いた理由に賛同します。一般的なイメージとしても、「きらり」は

みんな解ると思います。 

●久保田委員 

イメージとしては、まだ放映が近年のことなので、皆さんドラマのイメージになると思い

ます。 

●スポーツ健康課長 

「シャイン」「きらり」も同じような提案ですが、当初選択したものとしては、今回は選考

から取り下げても良いと思っています。 

●小室委員 

センターの後にくるのであれば、カタカナよりもひらがなが良いと思います。事務局にお

願いですが、男女共同参画推進センターと画面で並べて書いて、考えてみてはいかがでし

ょうか。 

●事務局 

並べて記載はしてみましたが、事務局としての公募に関する当初の思いはお伝えしました

が、市民の皆さんがセンターをお使いになる時には、「茅ヶ崎市男女共同参画推進センター

（○○）」へ行こうと、正式名称をわざわざ毎回言わないと思うので、改めて、全部の言い

やすさまではこだわらなくても大丈夫です。 

●小室委員 

公式文書ではどのように使用するのですか。 

●事務局 

正式名称はあくまでも茅ヶ崎市男女共同参画推進センターです。もし愛称を入れるなら、

（カッコ）書きの中で表現します。 

●松田委員 

正式名称だけでもかなり長いので、やはり３文字か４文字が理想的で、目安だと思います。 

●中嶋委員 

「イーチア」は、いかがでしょうか。 

●久保田委員 

「イーチア」もイーチと一緒なので、お互いのというイーチアザーとして理解できますが、 

「いこりあ」の方がおもしろそうだとは思います。 

●中嶋委員 

私も「いこりあ」の方が、最初は何だろうとは思いますが、良いと思います。 

●委員長 

それでは、「きらり」と「シャイン」は候補から除いてよろしいでしょうか。 

●委員 

良いと思います。 
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●文化生涯学習課長 

もともとの言葉の語感と言葉の意味と、ふたつの考え方の中で、それが愛称としてクロス

すれば一番良いと思いますが、乱暴な言い方をすれば、短いことばを優先して議論するの

か、やはり、言葉本来の意味、共生や調和についてはご議論がありましたが、その辺りの

整理をして頂いた方が、多少ゴールに近づくのではないでしょうか。 

●中嶋委員 

恐らく、今、その議論をしている最中だと思います。 

●小室委員 

一覧の中で、「おーる」も同じような候補だと思いますが。 

●スポーツ健康課長 

これは、英語ですがすでにカタカナで日本人は使っていて、文字数が少なく、言いやすい、

非常に解りやすいということで選びました。 

もう一点、ここでは、応募された中から選んでおりますが、先ほど提案をしましたが、こ

こに出てきたものにこの会議の中で手を加えて良いのかということについては、結論が出

ていない状況です。神奈川県内の資料では、正式なセンター名称の後ろに、「横浜女性フォ

ーラム」や「デュオよこすか」「ソレイユさがみ」「厚木パートナーセンター」と表現して

あるのでそういった形にするのも一つだと思うのですがいかがでしょうか。 

●中嶋委員 

それが悪いというわけではないですが、最近は、言い切ってしまうのが流れだと思います。 

●スポーツ健康課長 

全国の施設の中でも、地域名や市の名前が付いているものもあります。 

●小室委員 

すでに、あえて茅ヶ崎○○、○○茅ヶ崎と、地名は載せなくても良いのではないかという

ご意見があったかと思います。 

●スポーツ健康課長 

茅ヶ崎市男女共同参画推進センターですが、その後の愛称としては、キラリ茅ヶ崎等、ア

レンジし、変更することも考えられると思います。 

●小室委員 

先ほど、すでに２８「キラリ茅ヶ崎」があって、除いた経過があると思います。 

●スポーツ健康課長 

そうでした。 

●仲摩委員 

「おーる」という言葉は、若い子の間では、夜更かしして飲むことに使っていると思いま

す。 

●委員長 

それでは、２０「おーる」は除いてよろしいでしょうか。 
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●委員 

良いです。 

●川口委員 

よろしいでしょうか。８３「リアン」も、何年か前に芸能人が何人若い男性を集めて作っ

たグループ名と同じだと思います。それと重なるかもしれません。 

●委員長 

それでは、８３「リアン」は除いてよろしいでしょうか。 

●委員 

良いです。 

●小室委員 

「リボーン」も、意味合いから考えると除いてもよいかと思います。 

●委員長 

それでは、８０「リボーン」は除いてよろしいでしょうか。 

●委員 

良いです。 

●小室委員 

ふらっとピアというピアは、チケットピアを連想させます。 

●久保田委員 

名称が混合しやすいと思います。 

●文化生涯学習課長 

私が推薦はしましたが「ふらっとぴあ」は、今回は除いても良いと思います。 

●委員長 

皆さん、７０「ふらっとぴあ」はいかがでしょうか。 

●委員 

除いて良いです。 

●中嶋委員 

意味はとても良く、６２「ｐａｒｉｔｅ」はカタカナになると良いのですが、このままで

は、使用出来ないと思います。 

●小室委員 

カタカナになると全国の施設に同じ名称のものがありますね。 

●委員 

諦めましょう。 

●委員長 

それでは、６２「ｐａｒｉｔｅ」も除いてよろしいでしょうか。 

●委員 

良いです。 
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●小室委員 

「シチズンコア」は良い名前だと思いますが、時計の「シチズン」を思い出します。 

●久保田委員 

難しい愛称だと思います。 

●仲摩委員 

呼びづらいと思います。 

●男女共同参画課長 

その点でいうと「クロスパレア」も長くて言いづらいと思います。 

●委員長 

整理しますと、 

３「あくりーと」 

８「アルモニー」 

９「イーチア」 

１１「いこりあ」 

２７「きらり」 

３０「クロスパレア」 

３７「シチズンコア」 

６１「ハモリエ」以上８件となりました。 

●仲摩委員 

少しでも、反対意見があったものは、除いて考えても良いのではないでしょうか。 

●委員長 

では、言いづらいものを除いて考え選択していくと、 

３「あくりーと」 

８「アルモニー」 

９「イーチア」 

１１「いこりあ」 

２７「きらり」 

６１「ハモリエ」の６件となりました。 

●久保田委員 

言いやすさですと、ひらがなですし、「いこりあ」だと思います。 

●小室委員 

「ハモリエ」は渋谷に出来た「ヒカリエ」に似ていますね。 

●中嶋委員 

「いこりあ」はこれまで聞いたことがないと思います。 

●松田委員 

いずれにせよ、愛称がどんな意味であるのかということは、聞かれると思います。 
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●中嶋委員 

確かにどんな場合も聞かれると思います。 

●松田委員 

この中では「キラリ」は理由を聞かれないかもしれませんね。 

●中嶋委員 

「キラリ」は平凡すぎると思います。「あくりーと」も悪くはないと思います。 

●仲摩委員 

多数決をして、誰も手を挙げないものを除いてはいかがでしょうか。 

●中嶋委員 

もう少し話し合ってからでも良いかと思います。 

●男女共同参画課長 

茅ヶ崎市の方とちょうど半分半分で残っていますね。 

●委員長 

では只今提案がありましたが、２時間以上が経過しました。時間も限られておりますので、

残すものについて、聞いていきたいと思います。「あくりーと」はいかがでしょうか。 

●委員 

除いて良いです。 

●中嶋委員 

「イーチア」は言いづらいということがありました。 

●久保田委員 

「イーチア」と「いこりあ」は意味合いが少し違うと思います。日本人は、イコールは使

います。 

●中嶋委員 

「いこりあ」は残して良いと思います。 

●委員長 

では、「イーチア」は除いてよろしいでしょうか。 

●委員 

良いです。 

●委員長 

ここまでで、４件が残り、市内２件、市外２件となっております。「ハモリエ」をどうする

かですが、いかがでしょうか。 

●スポーツ健康課長 

２票ずつ選んでみてはいかがでしょうか。 

●委員長 

では、決まっている方は、１票で構いませんが、１回目は２票までで手を挙げてください。 

１回目の検討の結果、「アルモニー」が対象外となりました。 
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では、次に、３案残りましたので、もう一回、１票だけ手を挙げてください。 

２回目の検討で、「いこりあ」５票、「きらり」２票、「ハモリエ」２票という結果となりま

した。「きらり」「ハモリエ」に挙げた方はいかがでしょうか。９名なので、５名で、過半

数は超えています。 

 

 

●松田委員 

「いこりあ」は、難しいような気がするのですが、これは英語でしょうか。意味をもう一

度お願いします。 

●久保田委員 

同じという意味のイコールですよね。１＋１＝のイコール。 

●中嶋委員 

イコールに場所を意味して「いこりあ」という造語ですよね。 

●仲摩委員 

例えば英語でｒｅというのは、再びという意味があるので、リサイクルと使われているよ

うに、エリアというｉａで場所を表す言葉を付けたものですよね。 

●委員長 

では、全員意味を理解いただいた上で全員一致の上で、１１番の「いこりあ」、ひらがなの

愛称でよろしいでしょうか。 

●委員 

良いです。～拍手～ 

●委員長 

では、最後に、事務局から確認をお願いいたします。 

●事務局 

それでは、確認いたします。 

秋田市の方のご提案１１番「いこりあ equal（英語：同一であること）に場所を表す接尾

語の-ia を付したものです。」に決定いたしました。 

1回目検討 ２回目 愛称

ゼロ アルモニー

6 5 いこりあ

4 2 きらり

4 2 ハモリエ
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●委員長 

事務局から、議題２その他として何かございますか。 

●事務局 

この会議は、委員長が会議結果を市長に報告することで役割を終えます。会議の代表であ

る委員長が結果を市長に報告させていただきます。皆様、本当にありがとうございました。 

●委員長 

では、長時間にわたり、ありがとうございました。これで閉会といたします。 

 

 


