もりおか女性センター

平成２７年度の講座・イベント予定
女性センターでは、今年度も様々な事業を展開します。
事業の内容や開催時期等は、４月１日現在の企画予定です。変更にな
る場合がありますので、詳しくは広報もりおか、女性センターホーム
ページ等でご確認ください。

３大イベント

◆男女共同参画週間
6/19(金)～6/25(木)

＊講演会やパネル展示・ビデオ上映 等
＊映画会

等

◆なくそう！女性に対する暴力 2015（仮）
11/12(木)～18(水)
＊街頭キャンペーンやパネル展示・ビデオ上映

講

等

座

●男性対象講座（仮）
●女性のこころとからだ講座（仮）
●みんなのおしゃべりルーム

ひと

管理・運営：特定非営利活動法人 参画プランニング･いわて
ひと

ひと

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。

■ 本館

もりおか展 2015

◆もりおか女性センターフェスティバル 2015
10/2(金)～10/3(土)

ひと

－女と男、ともに参画する社会をめざして－

8 月予定
9 月予定

〒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

■ 起業応援ルーム 芽でるネット
〒020－0871 岩手県盛岡市中ノ橋通 1-1-10 プラザおでって１階
電話番号 （019）624－3583 FAX 050-2003-5778
開館時間 月曜日～金曜日 10：00～17：00
休 館 日 土日祝日、毎月第 2 火曜日、年末年始

7、9、11、2 月予定

ニュースレター

５４

２０１５年 ５月 No.
内容
◆新年度のご挨拶
◆起業応援ルームからのお知らせ
◆イベントのご案内「男女共同参画週間 もりおか展」
◆防災関連事業報告
◆平成 27 年度の講座・イベント予定

●シングルマザー就労応援パソコン講座 10 月予定
●働く女性対象講座（仮）
10 月予定
●若者対象講座（仮）

11～12 月予定

●防災・出前講座

学ぶ

●2・11 防災講演会

２月 11 日

●市民団体支援事業

9 月～1 月予定

学習・研修
の機会の場

出会う・
力をつける

起業講座
●起業芽でる塾入門編
●起業芽でる塾実践編

7月5日

●起業芽でる塾フォローアップ編

11 月 21、22 日

●ネットショップ開店準備講座
●パソコンミニセミナー

10 月末予定
年 4 回程度実施

●IT 活用講座

１月予定

● 女性相談（本館）
相談受付電話

活動促進・
交流の場

7 月 18、19 日

※詳細は改めて HP またはチラシでお知らせいたします。

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

（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

※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有料駐車場をご利用ください。

ホームページ

女性相談

５つの
機能

バスセンター前下車

http://mjc.sankaku-npo.jp

考え究める
調査・
研究事業

知る
情報提供・
収集の場

あとがき
◆春は異動の季節、7 年ぶりにニュースレターの担当になりました。要点
をまとめ読みやすくかつわかりやすくと思いながら、まとめきれずに悩
んでしまいました・・・。文字だけでなく写真も入れながら、お伝えし
ていきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。
（Ｋ）

◆女性センター別館の休館に伴い、6 年ぶりに本館に戻りました。年齢
的に新人と言うのは恥ずかしいのですが、初心に返り頑張りたいと思
います。慣れずにご迷惑をお掛けすることもあると思います。窓口で

（毎月第 2 火曜日、年末年始、土・日・祝日は休み）

悩み・
考える

見かけない顔がおりましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
（Ｏ）

平成２７年度事業テーマ

『わたしの学びを 社会のちからに』
発行：もりおか女性センター

平成 27 年度 もりおか女性センター事業テーマ

「 わたしの学びを

● 防災関連事業

● イベントのご案内

《新年度のご挨拶》

男女共同参画週間もりおか展 2015

社会のちからに 」

開催期間：6 月 19 日（金）～６月２5 日（木）
中津川で戯れていた白鳥たちの北帰行が早いと感じていた今年の春
は、それにならったように桜の開花も急ぎ足で満開の時を迎えました。
盛岡市では、今年度「男女共同参画推進計画 なはんプラン」を改
正、新たな時代へと前進されました。もりおか女性センターでは、こ
の新しい計画を基に年間計画を立案、運営することとしています。も
りおか女性センターでは、今年度の事業テーマを「わたしの学びを 社
会のちからに」といたしました。一人ひとりが獲得した情報や学びを
社会に還元し循環を図りながら社会とかかわり自身をより高めようと
いう思いを込めました。
長年、多くの市民の皆様の交流・活動の場として親しまれたもりお
か女性センター別館（元働く婦人の家）が平成 26 年度をもって、42
年間の歴史に幕が引かれました。この施設には、活用されたお一人お
ひとりのたくさんの思い出が詰まっており、惜別の感はぬぐえません。
これまでご活用いただきました利用者の皆様におかれましては、新た
な場で交流や活動、そしてネットワークを構築され益々のご活躍を祈
念いたしております。長らく施設発展のためにご支援くださいました
皆様に改めて感謝申し上げます。
東日本大震災から 5 年目、今後、私たちに何ができるのだろうかな
ど、被災された多くの皆様と一緒に考え、これまでにも増して心を寄
せて行きたいと考えています。
もりおか女性センターでは、今年度も市民の皆様とともに、多様な
人々の人権が守られ、生きやすい社会づくりのための事業を実施して
まいります。
多くの市民の皆様のご参加を心よりお待ちいたしております。
センター長

田端

八重子

平成 11 年「男女共同参画社会基本法」の制定を記念し、毎年 6 月
には全国で男女共同参画社会の実現に向けた啓発事業が開催されてい
ます。もりおか女性センターでも、地域の男女共同参画推進を図るた
め広く啓発していくことを目的に事業を開催します。

樋口恵子さん講演会

6/19(金)
おでってホール

イベント

「戦後 70 年、女性は何を変えたか
～未来の構築に挑むとき～」

▷女性が政治に参画することの必要性等についてお話を伺います。

■講

師：樋口

恵子さん

東京家政大学女性未来研究所所長
NPO 法人高齢社会をよくする
女性の会理事長

■開催時間：13:30～15:30（開場 13:00）
■定
員：100 人
■参 加 費：無料
■申込方法：6/3（水）10:00 から
FAX・電話にて先着順に受付
（FAX）050-2013-4750（電話）019-604-3303
■託
児：6 カ月から未就学の子ども、先着 5 人まで
有料（子ども 1 人につき 500 円）
6/10（水）17:00 まで電話で予約

起業したい、働きたい女性を応援する「起業応
援ルーム 芽でるネット」は、４月からプラザおで
って１階に移転、リニューアルオープンしました。
起業やパソコンに関する講座を実施するほかに
関連図書の閲覧や貸し出しを行っております。
どうぞお気軽にご利用ください。
開室時間：平日午前１０時～午後５時まで
（土日祝日、毎月第２火曜、年末年始はお休みです）
ホームページ：http://www.sankaku-npo.jp/mederunet/

◆間もなく募集開始します◆
＜女性起業芽でる塾＞
□入門編 7/5（日）13:00～16:00
講師：オリジナルバッグ Charbouz 大村智春さん
□実践編 7/18（土）、19（日）13:00～16:00
講師：ザ・オフィスせき代表 関洋一さん
事例発表：手作り工房きくぱん 横沢きくさん
応募方法など詳しくは広報もりおかやホームページでお知らせします。

会場：もりおか女性センター本館（プラザおでって５階）
開催期間中（6/19～6/25）、下記の内容でパネル展示やビデオ
上映等を行いますので、ぜひご覧ください。
◆男女共同参画社会基本法パネル展示
◆男女共同参画週間関連図書展示
◆男女共同参画関連ビデオ上映
◆平成 26 年度女性センター事業紹介展示
◆女性センター防災・震災関連の取組み展示

～地方における女性ゼロ議会

岩手県の場合～

◎県内各市町村は、議員の任期満了に伴い、新たに議員を選出すべく今
選挙に向けて動き出しています。H27 年 4 月 1 日現在で県内 33 市
町村の中に女性ゼロ議会は、8 市町村ありました。また、女性ゼロ議
会ではない他市町村でも女性議員数はかなり低い現状が見えます。
【岩手県】

「東日本大震災から 4 年、
「第 3 回国連防災世界会議」へ被災地から
の発信」と題して、2 月 11 日におでってホールにて実施しました。
第 1 部講演会では、
「災害と男女共同参画、
第 3 回国連防災世界会議に向けての国際的な
流れ」と題して、男女共同参画と災害・復興
ネットワーク代表の堂本暁子さんよりご講演
をいただきました。3 月に仙台市で行われた
国連防災世界会議に向けた国際的な防災・減
災の取り組みと、地域における多様な人々の
視点を生かした防災の重要性と平常時からの
取り組みの大切さ、女性たちがエンパワーメ
〈堂本暁子さん〉
ントし声を届ける仕組みづくりが大切である
とのお話に、会場のみなさんと今後の防災減災のまちづくりに向けた共
有ができました。
また、第 2 部のシンポジウムでは「東日
本大震災から 4 年、被災地の声を届けよ
う！」と題して、堂本暁子さんをコーディ
ネーターに、前山田町立山田南小学校長
（現盛岡市立杜陵小学校長）佐賀敏子さん
と岩手県東日本大震災津波復興委員会 女
性参画推進専門委員会 委員長（国立大学
〈向かって左 佐賀敏子さん
法人岩手大学副学長・男女共同参画推進室
右 菅原悦子さん〉
長）菅原悦子さんにご報告をいただき、平
常時からの地域防災のあり方や女性の声を届ける必要性など改めて考
える機会となりました。

◎「命とくらしを守る避難所運営ガイドライン」が完成！

<展示・関連ビデオ上映>
● 起業応援ルームからのお知らせ

◆ 「2・11 防災講演会・シンポジウム」報告 ◆

平成 26 年度に実施した防災講座受講生の
みなさんと共に、高齢者や障がい者、外国人、
性的マイノリティなど多様な人々の視点を生
かした『命とくらしを守る避難所運営ガイド
ライン』を作成しました。
平常時から地域のみなさんで避難所運営を
考え、いつ起こるかわからない災害に備える
ためにも是非ご活用いただければ幸いです。
お問合せはもりおか女性センターへ。
なお、ホームページからダウンロードいただけます。
※上記でご紹介した「命とくらしを守る避難所運営ガイドライン」を
使用した出前講座を実施予定です。詳細は改めて HP またはチラシ
でお知らせいたします。
＊HP：http://mjc. sankaku-npo.jp

防災関連事業のご案内

（H27.4.１現在：各市町村 HP 調べ）
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議会に占める
男女比

556

50

92％：8％

「多様な人々の視点を生かす、女性防災リーダー養成講座」【全 3 回】

■女性議員ゼロの８市町村
久慈市／遠野市／八幡平市／住田町／岩泉町／軽米町／田野畑村／普代村

■日 程：① 5 月 30 日(土)、② 6 月 13 日(土)、③ 6 月 27 日(土)
■時 間：10:30～15:30
■会 場：ホテルブライトイン盛岡（盛岡市中ノ橋通）
■対象・定員：町内会や女性団体の役員や会員、防災に関心のある女性 20 人

★全国 1788 議会中、女性ゼロ議会 379 議会（H27.1.1 朝日新聞調べより）

■内

※女性ゼロ議会…女性議員がひとりもいない市町村議会

容：詳細は HP またはチラシをご覧ください

