講座ガイド（本館）
みんなのおしゃべりルーム
言葉にしよう自分の気持ち−自己表現講座−

◎もりおか女性センター本館
〒020-0871 岩手県盛岡市中ノ橋通 1-1-10 プラザおでって５階

2007 年 11 月発行
ひと

ひと

-女 と男 が参画する社会をめざして-

電話番号 （０１９）６０４−３３０３
開館時間 月曜日〜金曜日 ９：00〜21：30（土日祝１７：００まで）

自分の気持ちをうまく表現できずに悩んではいませんか？
女性同士が、ポジティブな話し方を身につけるための講座です。

◆日
程：11/27・30・12/4・7・14（全 5 回）
◆時
間：10 時 30 分〜12 時 30 分
◆会
場：もりおか女性センター本館
◆対象･定員：10 名（40 代、50 代の女性で全回出席できる方）
◆受 講 料：無料
◆申込方法：11 月 20 日（火）10 時から電話にて先着順。
℡（０１９）６０４-３３０4 (本館）

休 館 日 毎月第２火曜日、年末年始

ニュースレター No.９

◎もりおか女性センター別館
〒020-087８ 岩手県盛岡市肴町２−８（旧盛岡市働く婦人の家）
電話番号 （０１９）６２４−３５８３

＊ 女性に対する暴力をなくす運動（11/16-22）開催

開館時間 月曜日〜金曜日 ９：00〜21：00

＊ 事業報告（女性センターフェスティバル）

休 館 日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始

＊ 事業報告（ＤＶ防止市民啓発事業）
＊ 主催講座「みんなのおしゃべりルーム」開催
＊ 平成 20 年度盛岡市内幼稚園リスト配布中！

ホームページ http://mjc.sankaku-np o.jp

現在開催中の講座です！（募集終了）

管 理・運 営 もりおか女性センター指定管理者：

◎「プチストレスに強くなる！自分を好きでいるために」（10/30〜11/27）

交 通 案 内

特定非営利活動法人参画プランニング･いわて

◎「文学作品から読み解く女性史」（11/1〜11/29）
※いずれも夜間、別館会場で開催中です。
考え究める

女性相談（本館）

学 ぶ

女性がかかえる、家庭や職場、身の回りのさまざまな悩みを、
専門の相談員が一緒に考えます。性別や社会通念にとらわれ
ず、ひとりひとりの生き方を尊重する社会の実現をめざして、
相談室はあなたらしい生き方を支援します。
相談には電話相談と面接相談があり、予約が必要です。
相談は無料です。秘密はかたく守ります。
月・火・金曜日…10:00〜17:00
水曜日・木曜日…10:00〜20:00
相 談 受 付 電 話…019-604-3304
（第 2 火曜日と祝日を除く）

バス
茶畑・バスセンター方面
本館…バスセンター前下車、徒歩 3 分
別館…バスセンター前下車、徒歩 8 分

本館

別館

※女性センターには専用の駐車場はありません。
おでって地下駐車場や近隣の駐車場をご利用ください。

悩み考える

＊もりおか女性センターの場所は、窓から岩手公園のきれいな
紅葉、中津川、岩手山がみえ、街中とは思えない贅沢な環境に
あります。みなさんも是非立ち寄ってみませんか。
（O）

ただいま来年度の「盛岡市及び近隣幼稚園園児募集状
況一覧表」を無料で配布しております。ご希望の方は、
もりおか女性センター本館・別館窓口へお越しください。
◎問合せ先：もりおか女性センター本館

＊今年度ノーベル文学賞を受賞した英国作家ドリス・レッシング
さん。88 歳で過去最高年の文学賞受賞者となりました。代表
作『黄金のノート』(1962)を読んでみたいと思います。
（Ｍ）

次回は 1 月上旬発行です。どうぞお楽しみに！

知 る
出会う
力をつける

パープルリボンは、女性や子どもに対する
暴力根絶のシンボルです。

発行/もりおか女性センター

もりおか女性センターでは、10 月 19・２０日に「フェスティバル」
、21 日には「ストップ・
ザ・DV〜パープルリボンの輪をつなげよう」と大きな事業が行なわれました。

事 業 報 告

《フェスティバル 2007》

別館

別館のオープニングセレモニーは、市民部長
と卓球サークルの方による始球式でスタート

会場：もりおか女性センター（本館）

本館

女性に対する暴力根絶
のためのシンボルマーク

女性に対する暴力には、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）
や性犯罪・売買春・人身取引・セクハラ・ストーカー等様々なも
のがあります。これは、女性の人権を著しく侵害するものであり、
女性に対する暴力の根絶は、男女共同参画社会を形成していく上
で克服していかなければならない重要課題とされています。
この運動は、暴力で苦しんでいる当事者にメッセージを届ける
と共に、暴力を容認したり表面化しにくくしたりする社会の意識
を変えていこうとするものです。
もりおか女性センターでは、こうした国連や日本政府の取り組
みに呼応し、今年度「2007 女性に対する暴力をなくす運動」
を開催することといたしました。みなさまぜひお越しください!

★パネル展示
女性への暴力とは？パネルで
わかりやすく説明します。

★メッセージ付Ｔシャツ展示
DV に対する思いをＴシャツで
表現。一人でも多くの方にみ
ていただけますように。

★ビデオ上映

★パープルリボン＆
メッセージボード
皆さまからお寄せいただ
いた暴力根絶のシンボル、パ
ープルリボンとメッセージ
カードを会場で掲示してい
ます。当日も受付けています
ので、暴力根絶にご賛同の
方、ぜひご参加ください。

女性センター所蔵の映像資料
を随時上映。お気軽にお立ち
寄り下さい！

女性センター所蔵の書籍を特
別展示します。
（一部貸出可）

全米初のｾｸｼｭｱﾙ・ﾊﾗｽﾒﾝﾄ訴訟
にもとづく映画上映です。

11/18(日)13:30〜16:30
（プラザおでって大会議室）

先着 50 人（要事前申込み）

講師：吉野英岐さん（県立大学教授）

【第２部】
平成 19 年度もりおか女性団体支援事業
（主催：新日本婦人の会）

講演：「安全、安心の食べ物を家族に」
〜農協理事として思うこと〜
講師：下川陽子さん（岩手中央農協理事）

講演会の後、新米とひっつみ汁
を試食しながら講師と参加者に
よる交流会。

【第３部】

DV 防止市民啓発事業

★全国共通ＤＶホットライン

（24 時間対応）

【主 催】 もりおか女性センター
【後 援】 岩手県 盛岡市 盛岡市教育委員会 盛岡地方法務局
岩手県人権擁護委員連合会 岩手日報社 朝日新聞盛岡
支局 読売新聞盛岡支局 毎日新聞盛岡支局 日本経済新
聞社盛岡支局 河北新報社盛岡総局 盛岡タイムス社
NHK 盛岡放送局 IBC 岩手放送 テレビ岩手 めんこい
テレビ 岩手朝日テレビ エフエム岩手 マ・シェリ

展示を見ながらの休憩室。
お弁当を持ち寄ったり、販
売のお団子などを食べな
がら皆さんくつろいでい
らっしゃいました。

広場での販売コーナ

「ストップ・ザ・DV（ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ・ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ）
〜パープルリボンの輪をつなげよう」

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ

０１２０−９５６−０８０
11/22（木）10:00 から
11/23（金）10:00 まで

日頃活動している成果を演
技部門と展示部門に分かれ
て発表しました。

茶釜の会（裏千家）によるお
手前で、おいしいお抹茶をい
ただきました。

講演：
「森や川原や虫や犬。みんながお
しえてくれたこと」
講師：細川剛さん（写真家）
澤口たまみさん（エッセイスト）

★関連図書コーナー

★映画＆トーク 参加無料
「スタンドアップ」

【第 1 部】講演：「岩手の農業を守る女性たち」

今年の女性センターフェスティバル
は昨年より 1 ヶ月早い木々の彩りのき
れいな時期の開催となりました。
本館では、19 日に映画「オフサイ
ド・ガールズ」の上映。20 日の 1 部と
2 部では「食と農」を考える講演会が
行なわれ、女性農業者の現状等が紹介
されました。3 部では、細川さんの写
真集『森案内』と『僕の川原日記』の
スライド上映をしながら、お二人の素
敵な対談が行なわれ、農業や自然とい
う意味について考える機会となりまし
た。また女性団体のパネル展示や珍し
いペルー料理試食会、外の広場では販
売コーナーなど多彩な催しが繰り広げ
られました。
別館では、さまざまな利用団体の演
技発表や作品展示、また甘酒の振舞い
等もあり賑やかな 2 日間でした。
た くさ んの 皆さ まに ご来 場い ただ
き、ありがとうございました。

ＤＶ根絶を願って、
1 部では市民公募で集まった女性 9 人が
2 ヶ月間練習を積み重ねて、朗読舞台「ひまわり」を披露しま
した。この「ひまわりは」横浜市男女共同参画推進協会が当事
者の体験に基づき企画・製作されました台本をもとにオリジナ
ル化したものです。
2 部では、札幌で長年 DV 当事者女性の支援とシェルターを
運営されている近藤恵子さんの講演が行なわれました。近藤さ
んから DV の深刻で悲惨な実態、また DV 当事者女性たちの
おかれている現実と自立への道の困難な状況を聞くことがで
きました。近藤さんは最後に「痛みを力に変えてきた女たちが、
更にこの社会を作り変えていくのだということを私は確信し
ています」とお話を終えられました。

第1部
朗読舞台「ひまわり」
−DV をのりこえて−

第２部
講演会「ストップ・ザ・DV 痛
みを 力 にか え る女
性たち」
講師 近藤恵子さん
（
「女のスペース・おん」
世話人代表

************************************************
《参加者の声》
＊
＊
＊
＊
＊
＊

わかりやすく理解できました。
短期間で仕上げたとは思えない舞台でした。思いが伝わってきた。
DV を受けている女性たちの現状がとてもわかった。
もっと多くの人たちにも聞いて欲しかった。
現場の人の話を聞くことができて良かった。
何か自分にもやれることがあれば良いと思った。

