新しい道を切り拓いた いわての女性たち ⑥

もりおか女性センター

就学前にも教育の場を…

長岡

栄

盛岡における幼児教育の先駆者です。明治末期の盛岡で就
学前の子どもたちにも教育の場をと力を注ぎました。
女優・長岡輝子さんの母でもあります。
1877（明 10）年、父嘉七、母げんの長女として盛岡に生まれる。
鍛冶町小学校（現 ：城南小） から父の仕事 で北海道根 室へ移り花 咲高
等小学校を卒業。15 歳で同小学校の代用教員となるがもっと学びたい
と い う 向 上 心 を も った 。 一 人 娘 の ため 祖 父 母 の 強い 反 対 が あ っ た が
1895（明 28）年上京して明治女学校 、翌年さらに東京女子高等師範
学校（現：お 茶の水女子 大学）に入 学して、 ここでフレ ーベル(*1)の
幼児教育法を学んだ。
1900（明 33）年盛岡高等女学校（現：県立盛岡第二高校 ）教師と
して赴任。その 8 月、福岡県出身の森 拡（ひろむ）と結婚。4 年後、
盛岡高等女学 校の体操場 をかりて矯 風会(*2)会員有志と 幼児保育 会を
開設した。園児がだんだん増加して、女学校内では目ざわりとして「校
内に置くことまか りならぬ」 のお達しを受 ける。市や 県庁に何回 足を
運んでお願いして も予算がな いと断られ諦 めかけてい たところ、 アメ
リカからタッピン グ夫妻がバ プテスト教会 に赴任して きた。ミセ ス・
タッピングもフレ ーベル教育 を学んでおり 願いが通じ た。宣教師 館を
開放して幼児教育 のための、 岩手県初の「 盛岡幼稚園 」が開かれ たの
である。

ひと

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。

2010 年

■ 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 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

5月

24

ニュースレター

No.

■ 別館
〒020－0878 岩手県盛岡市肴町 2－8
電話番号 （019）624－3583（FAX 兼）
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

内容
◎ 新年度のごあいさつ
◎ 起業応援ルーム開設のお知らせ
◎ 事業案内
◎ 新しい道を切り拓いた いわての女性たち「長岡 栄」

教職の夫に従い東 京に移転した り、夫の留学 中は盛岡に帰 ったりと
いう生活をおくる。夫の帰国後、幼稚園はミセス・タッピングに任せ、
東京へ移住する。夫 婦それぞれの 仕事を守り、 夫と別居する など、当
時では考えられない生き方だった。

学ぶ
学習・研修の
機会の場

栄は二男六女の子をもち昭和 47 年に 95 歳の生涯を閉じる。

出会う・
力をつける

＊1）フレーベル：現代の幼稚園の基礎を作ったドイツの
教育者。幼児教育の父とも呼ばれている。
＊2）矯風会：現存する日本で最も歴史のある女性団体で
1886 年クリスチャン女性によって結成。平和、
性・人権尊重等を目標として活動。
【参考図書】
・
『生きて輝いて－変動期を生きぬいた女たちの記録－』
熊谷佳枝（著）1998 年
・盛岡市情報紙『あの・なはん』1992 年.№20

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）

活動促進・
交流の場

（バス）
盛岡駅より茶畑・バスセンター方面行き
本館まで徒歩 3 分、別館まで徒歩 8 分

バスセンター前下車

※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

女性相談

http://mjc.sankaku-npo.jp

考え究める
調査・
研究事業

あとがき
◆通勤時間帯、川添いに自転車を走らせ夕顔瀬橋で「今日の岩手山」を
瞬間眺めるのが日課となっています。白鳥が飛び立っていっても寒さ
でなかなか咲けずにいた花たちにやっと出番がまわってきました。陽
射し明るいこの季節、心軽やかなまま今年度を走り抜けられるよう
（時々リフレッシュタイムを入れながら…）ガンバリます。（Ｙ）
◆初めまして、新人のＳです。春の風薫るこの頃、皆様いかがお過ごし
ですか？春と言えば食欲の季節！世間では食欲と言えば秋らしいので
すが、私は通年が食欲の季節です。こんな食欲の権化のような私です
が、頑張って皆様の心を満腹にしますので、どうぞ宜しくお願いしま
す。（Ｓ）

５ つの機 能

● 女性相談（本館）

悩み・考える

知る
情報提供・
収集の場

平成 22 年度事業テーマ

『女性センターで発見する 私のチカラ みんなのパワー』
発行 ： もりおか女性センター

● 新年度のご挨拶
もりおか女性センター事業テーマ

女性センターで発見する わたしのチカラ みんなのパワー
いつも の年より 春の訪 れが遅 く、最 後の白 鳥たちが やっと 飛び立
ちました。もうすぐ、春爛漫の美しい季節になります。
新年度がスタートしました。22 年度は年間テーマを「女性センタ
ーで発見する わたしのチカラ みんなのパワー」としました。女性
センターで学びや活動を深め、力を蓄え、社会を変えるエネルギーを
生み出していけたらと思います。
5 月 12 日、別館 3 階第 2 講習室に「起業応援ルーム 芽でるネット」
がオープンします。

内
容：「私の思いを語り合う」「女性と日本社会」「社会保障から見た
（一部） 女性の貧困」「女性差別撤廃条約とは?」等、講義とワーク
日
時：6/12（土）、7/28（水）、8/25（水）、9/9（木）、
10/27（水）、11/17（水）、12/15（水）、1/26（水）
★13:30～16:30〔※ 6/12（土）のみ 10:00～16:00 〕
対象 ・定員：女性（原則として全回参加できる方）、20 人
会
場：プラザおでって（3F ホール、大会議室、5F 生活アトリエ）
受 講 料：無料
託
児：6 ヵ月～未就学児、先着５人まで受付 （1 人につき、1 回目
800 円、２回目以降５００円） 5/31（月）17 時締切
申込方法：５/20(木)10 時～ ☎ 604－3303 で先着順に受付。

「女性と防災
～一人ひとりの安全が守られるまちづくりのために～」

＜第 1 回＞
日
時：7/17(土) 10:00～15:00
会
場：盛岡市立杜陵小学校、プラザおでって 3F 大会議室
内
容：移動学習「避難所シュミレーション」
ワークショップ「避難所をデザインする」
＜第２回＞
公開
日
時：7/22(木) 10:00～15:00
会
場：プラザおでって（３Ｆホール、大会議室）
内
容：公開「盛岡市における要援護者避難支援」
公開講演「災害時における女性のニーズ調査」
ワークショップ「課題別グループ討議」

● ルーム開設のご案内

「起業応援ルーム」がオープンします！
平成 19 年度から継続している、もりおか女性センターの起業支援
事業も 4 年目を迎えました。4 年目の新たな展開！女性センター別館
内に、女性の起業とＩＴ活用を支援する専用ルーム「起業応援ルーム」
が、5 月 12 日にオープンします。インターネット検索スペースや、
図書コーナーなど、起業に役立つ情報をご用意して皆様をお待ちして
います！起業講座もゾクゾク開催予定です。どうぞご利用ください。

● 起業応援ルーム 芽でるネット

mederunet@sankaku-npo.jp
セミナー等で貸切になる場合がありますので、
ご利用の際はＨＰやお電話等で事前にご確認ください。

＜起業応援ルームのセミナー＞
①（仮）ツイッター入門セミナー
日時：5 月 31 日（月）18:30～20:30
定員：12 人 託児：あり（定員 5 人・有料）
講師：工藤昌代さん（㈱ホップス代表取締役）
②（仮）インターネット入門セミナー
起業応援キャラ：
めでるちゃん
日時：7 月 6 日（火）13:30～16:00
定員：20 人 託児：あり（定員 5 人、有料）
講師：吉枝ゆき子さん（女性起業 UP ルームナビゲータ）
※詳しくは、お問合せください。

対

象：地域防災に関わっている方、または興味のある女性
※但し、7/22(木)の公開事業はどなたでも参加可！
要事前申込み
定
員：20 人 （公開事業のみ 100 人）
申込方法：（講座）6/22(火)10 時～ ☎ 604-3304 にて先着順に受付
（公開）6/22(火)10 時～ ☎または FAX050-2013-4750 で受付

シングルマザー就労応援！

「パソコン資格取得講座」
日

全７回

＊開設時間：月曜～金曜、10 時～17 時
＊ホームページ：「起業応援ルーム 芽でるネット」で検索！
＊問合せ先：050-2003-5778

男女共同参画週間もりおか展
開催期間： 6 月

これから何かを始めたい、でも何をしたらいいのか分からない…
そんなあなたの気持ちがスタートライン。女性への暴力や貧困、法律
など女性を取り巻くさまざまな問題について、講義とワークを中心に
気づき考える講座です。 ～ご参加をお待ちしています～

全２回

この 3 年ほど起業支援講座を続けてきましたが、その中で女性た
ちの持っているアイディアや技術の素晴らしさに気づかされました。
この力を、家の中や狭い地域の中に眠らせておくのはもったいないと
思いました。岩手から全国に向けて情報を発信し、岩手の女性たちの
力を示していけるようになりたいものです。
22 年度の年間計画もほぼ出そろいました。今年度もどうぞよろしく
お願いいたします。
センター長 平賀圭子

「思いを力に変える、
女性のためのエンパワーメント塾」 【基礎編】

● イベントのご案内
全８回

平成 22 年度

● 講座の情報

時：6/15（火）、6/16（水）、6/18（金）、6/22（火）、
6/23（水）、6/24（木）、6/25（金）★10:30～14:30
対象 ・定員：エクセルの基本操作ができ、資格取得を目指す女性・12 人
会
場：もりおか女性センター別館 3F 第 2 講習室
受 講 料：無料（但、テキスト代は実費：1,890 円）
託
児：6 ヵ月～未就学児（無料）申込時に受付
申込方法：往復はがきに下記の①～⑥までを明記し、もりおか女性セン
ター別館へ送付。
①氏名（ふりがな）②住所・郵便番号 ③電話番号 ④年齢
⑤託児希望の方はお子さんの名前、年齢(月齢まで)、性別
⑥講座名「シングルマザー就労応援!パソコン資格取得講座」
締
切：5/28（金）必着締切！ ※定員を超えた場合は抽選。

12 日（土）～6 月 20 日（日）

「男女共同参画基本法」の制定を記念し、毎年 6 月は全国で
啓発事業が開催されています。基本法 10 年の節目を迎え、もりお
か女性センターもまた 10 周年の記念の年を迎えました。

●おでってホール 企画

6/12（土）

入場
無料

「もりおか女性センター開館 10 周年を祝う会」
2000 年 6 月、「女性センター開館の祝い」は盛岡山車太鼓と
音頭上げから始ま りました。盛 岡市の男女 共同参画推進 のセンター
として 10 周年を更なるスタートの年にしたいと思います。
■13:00～13:50（もりおか女性の会協賛事業）

祝賀音頭上げ：佐々木 幹郎さん
合唱：女声合唱団ローゼンコール
■14:00～15:00

講演会
「母は娘の人生を支配する
～思春期 VS アラフォー」
講師：斎藤 環さん（精神科医・評論）
■15:05～16:00

対談：斎藤 環さん／聞き手 伊勢志穂さん
斎藤 環さんプロフィール：岩手県出身。精神科医。専門は思春期・
青年期の精神病理学。評論活動は、自治問題から文学、美術、音楽、
マンガ、アニメ、サブカルチャー全般に及ぶ。著書に『社会的ひき
こもり―終わらない思春期』
（PHP 新書）、
『戦闘美少女の精神分析』
（ちくま文庫）、
『母は娘の人生を支配する―なぜ「母殺し」は難し
いのか』（NHK ブックス）、『関係する女、所有する男』（講談社現
代新書）ほか多数。

※講演会のみ託児付き。6 ヵ月～未就学児。1 人につき 500 円の負担。
要予約 6/4（金）まで電話にて受付け

●おでってギャラリー

パネル展

入場
無料

開催期間：
： 平成 22 年 6 月 15 日（火）～20 日（日）
開催時間：10:00～17:00

「なるほどジェンダーパネル」展示
展示
※15 日 11:00～12:00
もりおか女性センター長のギャラリートーク開催
男女共同参画にまつわるさまざ
まな問題や、日常生活のちょっとし
たエピソードが、高橋由為子さんの
ユーモア溢れるイラストで表現さ
れています。日本女性学習財団所蔵
パネル全 38 枚を一挙展示します。
どうぞ、この機会にご覧ください。

（日本女性学習財団所属）

