
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談受付電話 019-604-3304 
 

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、
一人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。 
● 相談開設時間 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（第 2火曜日、年末年始、祝日は休み） 

もりおか女性センター 

管理・運営：特定非営利活動法人  参画プランニング･いわて 
 
 

もりおか女性センターは、女と男がともに参画する社会をめ

ざして女性をとりまく様々な問題を考え、解決するための施設

です。男女を問わず、すべての市民が気軽に利用できます。 

（バス） 
盛岡駅より茶畑・バスセンター方面行き バスセンター前下車 
本館まで徒歩 3分、別館まで徒歩 8分 
 
※女性センターには、本館・別館ともに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有料駐車場をご利用ください。 
 
 
 

ホームページ  http://mjc.sankaku-npo.jp 

－女と男、ともに参画する社会をめざして－ 
ひと   ひと 

発行／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 

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）

休 館 日 毎月第 2火曜日、年末年始 

 

■ 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 

開館時間 月曜日～金曜日 ９：00～21：00 

休 館 日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始 

● 女性相談（本館） 

ニュースレター No.1５ 

2008 年 11 月 

考え究める 

学 ぶ 

知 る 

出会う 
力をつける 

悩み・考える 

◎ 11 月、12 月開催講座のご案内 

◎ フェスティバルの報告 

◎ 女性に対する暴力をなくす運動開催のお知らせ など 

 

● 事業の情報 

女性に対する暴力をなくす運動２００８ 
11 月 14 日（金）～21 日（金） 
会場：プラザおでって 2F・3F、5F（もりおか女性センター本館） 
 

平成 13年 6月 5日、内閣府男女共同参画推進本部において、
毎年 11月 12日から 11月 25日までの 2週間に「女性に対
する暴力をなくす運動」を実施する旨の決定がなされました。 

 
 
●講演会 「人身取引って何？ 

見えにくくされた人身売買～性売買、結婚、出稼ぎ労働～」 
とフェアトレードの紹介展示 

日  程：11/15（土) 13時 30分～15時 30分 
会  場：プラザおでって 3階 大会議室 
定  員：50人 
参 加 費：500円（フェアトレードのお茶・お菓子付） 
申込方法：電話にて受付。TEL. 019-604-3303（本館） 
 

講師：大津恵子さん 
（人身売買禁止ネットワーク＜JNATIP＞共同代表） 

アメリカ、シンガポール、タイで生活した経験から外国籍の問
題に関心を持ち、電話相談シェルターで女性と子どもの人権を守
るために活動する。現在、日本キリスト教婦人矯風会理事、及び
女性の家 HELP 運営委員、内閣府男女共同参画局「女性に対す
る暴力に関する専門調査会」委員。 

 
 
その他の期間中の主な催し 
●「DV」「デート DV」「人身取引」防止啓発パネル展示 
●「DV 防止啓発メッセージ付き T シャツ展示 
●関連図書とビデオ上映 
●パープルリボンプロジェクト 

私たちの社会・地域・学校・そして家庭から暴力をなくすための
国際的な流れを持つ草の根運動です。どなたでも参加できます。期
間中、会場で、あなたもパープルリボンを作ってみませんか？ 

 
●24 時間 DV ホットライン 
フリーダイヤル ０１２０－９５６－０８０ 
期間：11月 21日（金）AM10時～22日（土）AM10時 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－桂あやめ 落語と講演会－ 
『ナニワ娘のちりとてちん人生』 

「おじいちゃん・おばあちゃんと 
いっしょにあそぼう!」 

実施団体：シルバー人材センター 
手づくりおもちゃでみんな楽しく遊びまし
た。お父さんの参加もあり、子どもたちの元
気な声、おじいちゃん、おばあちゃんの笑顔
も印象的でした。 

● 事業の報告 

本館 

もりおか女性センター フェスティバル 2008 が終了しました！ 

● 講座の情報 

「子育て支援者のパワーアップセミナー」公開講座 
 

豊かなかかわりを育む子育て環境づくりをめざして、子育て支
援に必要とされる「関係づくりの視点」をテーマに実施します。 
 

①「やわら かな 関係づ くりを～ 絵本の読みあい を 中心に～」 
※（財）日本女性学習財団とのコラボレーションセミナー 

講師：村中季衣さん（児童文学作家、梅光学院大学子ども学部教授）
 
日  時：11/22（土） 10時～12時 
会  場：盛岡市中央公民館 大会議室 
対象・定員：市民・100人  
受 講 料：資料代 500円 
託  児：就学前児のみ、先着 10人まで 

（1人につき 500円負担） 

②「子育てを地域で応援しよう」 
講師：小松君恵さん（コマーム代表） 
 
日  時：12/5（金） 13時～15時 
会  場：プラザおでって 3階大会議室 
対象・定員：市民・60人  
受 講 料：無料 
 
申込方法（①、②各）： 
電話で受付。TEL. 019-604-3303（本館） 

みんなのおしゃべりルーム 

～働くわたしの自己表現～ 
 
日  程：11/26（水）・27（木）・12/3（水）・4（木）・11（木）、全5 回 
時  間：18時 30分～20時 30分 
会  場：女性センター本館 
対象・定員：仕事を持っている女性（全回参加できる方）・8人 
申込方法：11/18（火）10時から電話にて先着順 
     TEL. 019-604-3304（本館） 

夢をかたちに！～起業に向かってホップ・ステップ・ジャンプ 

女性のための起業講座  ジャンプ編    
 
事業立ち上げまでの計画書作りを学ぶ仕上げ編です。 
あなたのチャレンジを応援します！  

 
日  程：12/20（土）・1/10（土）・17（土）・24（土）、全 4 回 
時  間：10時～17時（※16時～17時は希望者の個別相談） 
会  場：プラザおでって 3階小会議室 
対象・定員：具体的なビジネスイメージのある女性・15人 
受 講 料：2,000円 
託  児：6ｶ月から就学前までの子どもの託児を 5人まで受付。 
     有料（1人 1回につき、1,000円。事前要予約） 
そ の 他：母子家庭・非課税世帯の方等には、受講料ならびに託児

料金の免除あり（事前に申請書の提出が必要） 
申込方法：往復はがきにて申込み（①氏名 ②住所 ③電話番号 

④年齢 ⑤事業名 ⑥起業したい内容 ⑦託児希望の有
無 を記入のこと） 

     11/26（水）締切。定員を超えた場合は抽選とします。 
申 込 先：〒020-0871 盛岡市中ノ橋通 1-1-10 
     もりおか女性センター本館行き 
 

今年の女性センターフェスティバル
は１０月３（金）、４日（土）に開催さ
れました。 

 本館では、3日に桂あやめさんの落語と講演会が行われ、
女に落語は出来ないという固定観念の壁に、自作の現代風
落語で風穴を空けたという生の噺に笑いと力を与えてい
ただきました。 
４日の映画上映会「心理学者 原口鶴子の青春」では、始めに

泉悦子監督より、女性が高等教育を受けることが困難だった１０
０年も前に単身渡米し、博士号に挑戦するという意志の強さと生
き方についてお話いただき、その後鑑賞しました。 

 また、男女共同参画の実現に向けた取り組みをテーマに市
民公募した団体の講演やワークショップも行われました。 
外の広場では、講座修了生のチャレンジショップなどの販売
コーナーも催され多くの人で賑わいました。 

 別館では、日頃別館を利用しているさまざまな活
動団体の演技発表や作品展示、茶席や甘酒の振舞い
等もあり活気溢れる２日間でした。 

 多くの皆さまにご来場いただき、どうも

ありがとうございました。 

別館 

展示 

茶席 

講演会 

映画会 

市民団体 
支援事業 

－女性監督 泉悦子と語る映画会－ 
『心理学者 原口鶴子の青春』 

広場市 

プルメリア（ウクレレ） 
演奏にフラダンスも加わり、 
南国の風を運んでくれました。 

アップル（社交ダンス） 
見事な姿勢とステップに
会場は魅了されました。 

出前演劇サークル杜の会 
初演の舞台を披露していた
だきました。 

茶道サークル 
 

展示室と休憩室 
団子や甘酒のふるまいも
ありました。 

デコパージュやよい 
その他にも書道や和裁、油
絵、パッチワークなどたく
さんの作品が会場を彩りま
した。 
 

＜参加者からの声＞ 
・年齢に関係なく、皆いっしょうけんめいで楽しそう。 
・演技発表では、お客様と一緒に（歌・踊り）など、 

とても良かったです。 
・作品はすべて力作ですばらしいです。 
・しばらくぶりでお茶を頂きほっとした気分になりました。 

＜参加者からの声＞ 
・落語は初めてでしたが、とても楽しかったです。 
・女流として大変だったからこその、今の花だと

思います。 
・ユニークな視点、たくましい生き方を感じました。 
・ちりとてちんの本物さんに会えて良かった。 

＜参加者からの声＞ 
・百年前にこのような女性がいたことに感銘をう

けました。。 
・勉強になりました。とてもすごい方だと思いました。 
・女性の教育に理解のある父、本人の能力、チャ

レンジ等、感慨深かったです。 

「みんなちがってみんないい!」 
実施団体：すまいる倶楽部 

趣向を凝らした疑似体験ワークショップに
会場からの笑いもあり、また発表者の声に
涙の場面もありました。 

演技 

手づくり品や加工品などの販売、 
講座修了生によるチャレンジショップ

の出店もありました。 

「若者たちに伝えたい 
『従軍慰安婦』と消えない戦争の爪あと」 
実施団体：戦中・戦後を語りつぐ会（いわて） 

岩手女性史を紡ぐ会 
“従軍慰安婦”の問題は、歴史の 1 頁として消
え去る過去ではありません。今に伝える戦争
の爪あとについて、歴史的状況をふまえなが
ら学習しました。 

 
観客の皆さんにも体験い

ただき、会場が一体となり

盛り上がりました。 


