ひと

● 着任のご挨拶
特定非営 利活動 法人

もりおか女性センター
参画プ ランニ ング・ いわて
理事

植 田朱美

首都圏 の満開 の桜に 送られ 、満開の 石割桜 に迎え られて 、新
年度から「も りおか 女性 センタ ー副セ ンター 長代理 」と して着

ひと

－女と男、ともに参画する社会をめざして－

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。

2009 年
5月

任いたし ました 。おも に別館 の管理 と運営 に尽力 させて いただ

■ 本館

きます。
もりお か女性 センタ ー開設 の 2000 年 12 月 から、 女性史
講座の講 師とし てお招 きいた だいて 以来、受講生 とセン ター職
員の皆さ まに永 くお世 話にな ってま いりま した。ま た、2006

〒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 FAX 050-2013-4750
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

年 4 月 には 、「NPO 法人 参画 プラン ニング・ いわて」 が指定
管理を受 けて、もりお か女性 センタ ーの運 営に携 わるこ ととな

■ 別館

りました。 この 2 年間 は、NPO の他部 門事業 におい て「デー

〒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 FAX 050-2003-5778
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

ト D V 予防 啓発フ ァシリ テータ ー」を 務めて きまし た。
これか らは 、女性 セン ターの スタッ フとし て「 岩手の 女性史
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ニュースレター

No.

内容
◎ 新年度のごあいさつ
◎「男女共同参画週間 もりおか展」開催のお知らせ
◎ 講座の情報
など

編纂」「デー ト DV 予 防啓発 活動」 また「 自分史 講座」 を発展
させてい くつも りです 。
新米の盛 岡人で なにぶ ん頼り ない由 、しば らくお 手柔ら かに

学ぶ

お願いい たしま す。

学習・研修の
機会の場

出会う・
力をつける

● 女性相談（本館）
相談受付電話

悩み・考える

活動促進・
交流の場

女性相談

019-604-3304

● 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

考え究める
調査・
研究事業

（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

５ つの機 能

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。

知る
情報提供・
収集の場

※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
（第 2 火曜日、年末年始、祝日は休み）

平成21 年度 事業テーマ『広げよう、わたしたちの学びと行動を！』

発行 ： もりおか女性センター

● 新年度のご挨拶
平成 21 年 度

もりお か女性 センタ ー事業 テーマ

広げよう、わたしたちの学びと行動を！
桜の花 、梅 の花 、れん ぎょう 、こ ぶし 、水仙 、数 えたら きりの
ないほど たくさ んの花 がいっ ぺんに 咲くの が北国 の春で す。今年
もまたあ らため て感動 しまし た。
２１年度 からは 、「N PO 法 人 参画プ ランニ ング・ いわて 」が
もりおか 女性セ ンター の指定 管理者 となっ て二期 目に入 りま す。
５年 間 と いう 期 間を い ただ い て おり ま すの で 腰 を据 え て事 業に
取り組み たいと 思って います 。
今年度の テーマ を「広 げよう 、わた したち の学び と行動 を！」
としまし た。学び だけで はなく さらに 一歩進 んで行 動しよ うと考
えたから です。 新しい 事業が 次々に 始まり ます。
今年度も またセ ンター でお会 いしま しょう。よろし くお願 いい
たします 。
センター 長 平 賀圭子

● 平成２１年度の講座・イベント予定
講座名（仮）
開催時期（予定）／回数／対象
※事業の内容、日時は変更になる場合があります。
詳しくは、広報もりおか等でご確認ください。

● 自分史講座
5 月／5 回／概ね６０歳以上の男女（募集終了）
● 言葉にしよう自分の気持ちⅡ
８月／5 回／40～50 代の女性
● もりおか女性センターフェスティバル
10 月 2－３日
● 女性に対する暴力をなくす運動
11 月 14－20 日
● 子育てママ応援講座
11 月／３回／子育て中の母親
● 市民団体コラボセミナー
2 団体（11 月から企画を募集予定。２団体に助成。）
● 男性の地域参画応援講座
１月／４回／概ね 50 代以上の男性
● シングルマザー就労パソコン基礎講座
開催時期未定／4 回／女性

≪IT を活用した女性農業者のための起業支援講座≫
◆ パソコン基礎講座

7 月／4 回／農業分野で起業する女性
◆ パソコン活用講座
9 月／3 回／農業分野で起業する女性
◆ 入門講座Ⅱ「アグリ起業芽でる塾 わたし流アグリビジネスを始

めよう！続けよう！（partⅡ）」
9 月／2 回／農業分野で起業する女性
◆ アグリ起業芽でる塾 ブラッシュアップ編
11 月／2 回／農業分野で起業する女性
◆ 起業応援フォーラム
2 月／1 回／男女
◆その他に IT を活用セミナー（チラシ作り、ホームページ作り等）を予定

● 講座の情報

～あなたの一歩ふみ出す
気持ちを応援します～

● 事業の情報

思いを力に変える、
女性のためのエンパワーメント塾（全８回）
女性たちがかかえてきたさまざまな問題を検証しながら、私たちの持っ
ている思いを力に変えて実践につなげてみませんか？女性センターで、仲
間と「出会い」、
「力をつける」エンパワーメント塾を 6 月から来年 1 月に
かけて開催します！みなさんのご参加をお待ちしています！
内容（一部）：男女共同参画社会基本法、女性学、仕事、情報、
リプロダクティブヘルス＆ライツなど、講義とワークショップ
日

時：6/10（水）、7/13（月）、8/19（水）、9/16（水）、
10/28（水）、11/18（水）、12/16（水）、1/14（木）
*13:30～15:30（7/13、8/19、9/16、10/28は16:30 まで）
対
象：女性（原則として全回参加できる方）
定
員：20 人
会
場：プラザおでって（3F 大会議室および 5F 生活アトリエ）
受 講 料：無料
託
児：先着 5 人まで受付
（6 ヵ月～未就学児、1 人 1 回 500 円、6/3（水）17 時締切）
申込方法：5 月 20 日（水）10 時から電話（604-3303）で先着順に受付。

みんなのおしゃべりルーム
～言葉にしよう自分の気持ち～（全５回）
日
程：6/23(火)・26(金)・30(火)・7/3(金)・7(火)
時
間：10 時 30 分～12 時 30 分
会
場：女性センター本館
対
象：20 代～30 代の子育て中の女性
定
員：10 人
託
児：有料 1 人 1 回 500 円（6 ヵ月～未就学児、要予約）
申込方法：6 月 17 日（水）10 時から電話（604-3304）にて先着順に受付。

10 年のもりおか女性センターが考える
10 年の基本法

●男女共同参画週間もりおか展 2009
開催期間： 6/13（土）～6/19（金）
平成 11 年に、男女共同参画社会基本法が公布・施行されたこと
を記念し、翌年より６月 23 日からの一週間を男女共同参画週間と
することを定めました。
基本法ができて 10 年、女性センターも 10 年。これまでは、知
識習得や意識啓発を中心に取り組んできました。今年度からは、第 2
ステージとして「地域の課題解決の実践的活動」を中心にして活動
をしていきます。

おでってホール ２大企画
６/１３
（土）

ドキュメンタリー映画

「シロタ家の２０世紀」

＜午後の部＞13：30～15：20（開場 13：00）
※13：30～13：45 オープニングセレモニー開催
＜夜 の 部＞18：00～19：40（開場 17：30）
日本国憲法に「男女 平等」を書い たベア
テ・シロタ・ゴードンさんの家族の物語を描
いたドキュメンタリー作品。第二次世界大戦
中のヨーロッパで、ユダヤ人家族のたどった
運命と戦争の悲惨さについて学び、平和につ
いて問う。

<ＩＴを活用した女性農業者のための起業支援事業>

わたし流アグリビジネスを始めよう！続けよう！
女性センターは、今年度も引き続き女性の起業を応援します。
今年度のテーマは、各業界から熱い注目を浴びている「農業」！
おいしい食材がある岩手県だからこそ、地元の安心・安全の食べ物を
ＩＴで発信し、自分らしいビジネスにつなげていきましょう！

６/１９
（金）
シン

18：00～20：00
（開場 17：30）

スゴ

入場券
前売 800 円/当日 1000 円
※共通券（映画＋講演会）
1500 円（前売のみ）

辛淑玉さん講演会
基本法 10 年を過ぎて

アグリ起業芽でる塾

起業講座第１弾

～始めよう！ わたしのアグリビジネス～（全４回）
日
会
対
講
内

時：6/24（水）、7/1（水）、10（金）、17（金）
18:30～20:30（7/17 のみ 21 時終了。）
場：生活アトリエ（本館）
象：現在、産直活動をしている女性農業者で、
ＩＴを活用して販路を広げたいと考えている方。
師：工藤昌代さん（㈱ホップス）、
関洋一さん（盛岡市産業支援センター）
起業応援キャラ：
容：ＩＴを活用した起業についての基礎を学ぶ。 めでるちゃん

今後の最新イベントについては
⇒「起業応援ナビ」をチェック！

「山口百恵が神話になる理由

～女性の変化・男性の変化・私の変化～」
「基本法によって、何がどう変わったのか」
独自の切り口で迫ります。

パネル展示
開催期間内：10：00～17：00（最終日 16：00 終了）

「イラストで学ぼう 男女共同参画基本法」（女性センター所蔵）
「報道でみる男女共同参画基本法」（女性センター自主制作）
「もりおか女性の会構成団体紹介パネル」（全 10 団体）

