講座終了報告

もりおか女性センター

女性のこころとからだ講座

「潮風の村から～ある女性医師の軌跡～」上映＆トーク
平成 27 年度最後の事業として 3 月 18 日に映画上映を行い、10
代～80 代と幅広い年代の方たちにたくさんご参加いただきました。
映画の内容は、愛知県渥美半島にある小さな村で産婦人科医とし
て活動している女性医師、北山郁子さんのドキュメンタリー。
1949 年に夫とともに地域医療を夢見て村に来たが、医師の妻と
してしかみられない孤独と無力感に心を閉ざし葛藤の末、
「自分を生
かして、自分の人生を生きたい」と産婦人科医師として自立。女性
のこころとからだに向き合い「女性が自分の人生の主人公として生
きられる社会」を願い、90 才をむかえようとする現在も性教育活動
をつづける北山郁子さんの生き方を通し、参加者と一緒に人権とし
ての性を考える機会となりました。
映画終了後のトークでは、この映画を
撮ろうと思った山上監督の思い、また、
助産師として地元で性教育等の問題に取
り組んでいる西里さんのお話を聞き、思
春期と性の問題について映画から発信し
ているメッセージをより深めることがで
きました。アンケートからも「気づき考
える良い機会となりました」という声をたくさんいただきました。
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－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
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。
〒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
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内容
◆新年度のご挨拶
◆講座情報
◆イベントのご案内「男女共同参画週間 もりおか展 2016」
◆平成 28 年度 年間事業のご案内
◆講座終了報告
◆ラジオ mjc からのお知らせ

学ぶ

【参加者の声】
＊改めて性について考える良い機会となりました。また映画では、女性が
どのように社会に対応し立ち向かったか知ることができました。正しい
性について学ぶ。性と生は同じ。学校では学べないことを学べて良かっ
たです。
（10 代）
＊女性のこころとからだについて以前から関心があったので、今日映画を
見て勉強になりました。女性医師が言っていた「年をとったから知識に
なるわけではない。教えられないと年齢を重ねてもわからないのだ」と
いう言葉が印象に残りました。正しい知識を学び、女性として生きてい
く自分と向き合うことが大切なのだと気付かされました。
（30 代）
＊テレビ、新聞等で報じられている子どもの虐待、ＤＶも性の原点を男性
も女性ももう一度考えてみればいくらか少なくなるのではないかと今
回の映画を見て感じました。子どもを生み育てるという事は、女性の身
体を思いやるという本人、パートナーの心が大事なのでは。
（60 代）

学習・研修
の機会の場

出会う・
力をつける
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

バスセンター前下車

※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。

＊ラジオ mjc からのお知らせ＊

5 月 17 日は世界アイダホデー！
アイダホデーは「同性愛嫌悪とトランスジェンダー嫌悪に反対する
国際デー」のことです。
女性センターではアイダホデーに向けて、岩手県に縁のあるセクシュ
アル・マイノリティの人と、サポーターのためのネットワーク「岩手レイ
ンボー・ネットワーク」を主宰されている山下梓さんにインタビューを行
いました。「セクシュアル・マイノリティ」とはどういう人々のことなの
か、どのような支援を必要とされているのかなどをお伺いしています。
インタビューは、センターホームページでご視聴いただけ
ます。また、図書コーナーでは関連図書の展示なども行います。
是非ご覧ください。

悩み・
考える

ホームページ

http://mjc.sankaku-npo.jp

考え究める
調査・
研究事業

女性相談

５つの
機能

知る
情報提供・
収集の場

あとがき
◆3 月に実施した映画＆トークは、好評のうちに終えることができま
した。女性センターの映画会は、多くが上映後にトークを行います。
トークがあることで映画が発信するメッセージをより深めること
ができると思います。今年度もフェスティバルの中で映画を予定し
ています。ぜひ、お楽しみに！（O）
◆今年度から 1 階起業応援ルームから 5 階へ移動になりました。ま
だまだ慣れないですが、新たな気持ちで頑張ります。見慣れない
顔がいましたら私です！どうぞよろしくお願いいたします。
（M）

平成２８年度事業テーマ

『チャレンジしよう！さらにひろがる私のちから』
発行：もりおか女性センター

イベントのご案内

新年度のご挨拶
いつもの年に比べて冬の寒さが厳しくなかったように感じました
が、それでも春の訪れはやはり嬉しいものですね。満開の桜を楽し
んでいます。これから、盛岡のもっとも美しい季節が始まります。
新年度が始まりました。今年度のテーマは、全職員の話し合いで、
『チャレンジしよう! さらにひろがる私のちから』に決めまし
た。これを合言葉に一年間の事業計画づくりに励んでいます。続々
と新企画が出てきますのでお楽しみにお待ち下さい。
また熊本で大きな災害が起こりました。私たちは東日本大震災で
たくさんの方々の支援を受けました。この経験を無駄にすることな
く、今年度も「防災出前講座」と「防災リーダー養成講座」を続け
ていきます。
「女性が活躍する社会づくり」と盛んに言われています
が、毎日の日常を大切にし、周りの人々を大事にできる活躍でなけ
ればならないと考えます。自分の住んでいる地域を大切にしながら
考えていくためにも、たくさんの方々にご参加いただきたいと思い
ます。今年度もよろしくお願い致します。
平成 28 年 4 月吉日
センター長 平賀

圭子

平成 28 年度 年間事業のご案内

男女共同参画週間もりおか展 2016
開催期間：6 月 22 日（水）～６月 28 日（火）
平成 11 年「男女共同参画社会基本法」の制定
意識をカイカク。
を記念し、毎年 6 月には全国で男女共同参画社
男女でサンカク。
会の実現に向けた啓発事業が開催されています。
社会をヘンカク。 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
H28 年度 男女共同参画週間
に事業を開催します。
キャッチフレーズ

イベント

６/26（日）
(プラザおでって 3 階)
講演会
「女性が活躍できる社会をめざして」

講 師
ひろこ

国谷 裕子さん（キャスター）

デート DV 予防啓発講演会
「思春期の子どもの SOS を受け止める
～支援者としてできること～」
若者の間での｢デート DV｣や｢虐待｣｢いじめ｣等、暴力に関する知識
やコミュニケーションの方法(アサーション)を学びます。
講師：瀧田

信之さん（NPO法人湘南DVサポートセンター理事長）

日
時：6/20(月) 13：30～15：30 (開場 13：00～)
会
場：プラザおでって 3 階 大会議室
対象・定員：教職員、小中学生･高校生･大学生･専門学校生の保護者、
青少年健全育成に携わっている方々等 ・ 60 人
参 加 料：無料
申込方法：FAX(050-2013-4750)にて受付

男女共同参画基礎講座 「もりおか女性塾」
学びを通し、女性を取り巻くさまざまな問題について知り、気づき、
考える機会とします。
日

時：6/23(木)、26(日)、7/7(木)、14(木)、21(木)、28(木)
【全 6 回】13：30～16：00 ※6/26 のみ 15：30 まで
会
場：もりおか女性センター
対象・定員：テーマに関心のある女性 ・ 15 人
受 講 料：無料
託
児：有料（子ども 1 人につき 500 円） 先着 5 人
対象は、生後 6 カ月～未就学児
申込方法：5/19（木）10 時から
電話（604－3303）にて先着順に受付
＊講座のプログラムについては、チラシや HP をご覧ください。

3 大イベント
■ 男女共同参画週間 もりおか展 2016
6/22（水）～6/28（火） 講演会やパネル展示・ビデオ上映 等

■ もりおか女性センターフェスティバル 2016
10/22（土）～10/23（日） 映画会・起業応援ルームイベント 等

■ 女性に対する暴力をなくす運動
11/11（金）～11/17（木） 街頭キャンペーンやパネル展示 等

おでってホール

くにや

6 月の事業案内

もりおか女性センターでは、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。

【プロフィール】
大阪府出身。米国ブラウン大学卒業。
1981 年から NHK ニュースの英語放送
を担当。1988 年帰国後、BS1「ワールド
ニュース」キャスターを経て、1993 年か
ら 2016 年 3 月までの 23 年間 NHK『ク
ローズアップ現代』のキャスターを担当。
また 1995 年橋田壽賀子賞、1998 年放
送ウーマン賞、2011 年度日本記者クラブ
賞など数々の賞を受賞

◆ ユースリーダー養成講座

6/12（日）､18（土）､
19（日）､25（土）

◆ 防災出前講座

6～2 月予定

◆ デート DV 予防啓発講演会
◆ 男女共同参画基礎講座

6/20(月)

｢もりおか女性塾｣

◆ みんなのおしゃべりルーム
◆ 全国女性会館協議会共催事業

6/23(木)～7/28(木)

※主に木曜(全 6 回)
7､9､11､2 月予定

｢わたしから､ぼくから､働くお母さんへ 7/23（土）
贈る ランチ＆リラックスタイム｣

■開催時間：13:30～15:00
（開場 13:00）
■定
員：150 人
■参 加 費：無料
■申込方法：6/6（月）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）
6/16（木）17:00 まで電話で予約

◆ 女性防災リーダー養成講座(仮)

9 月予定

◆ 終活講座(仮)

9～10 月予定

◆ 女性のこころとからだ講座(仮)

11 月予定

◆ 女性センターで学ぶ男性塾(仮)

11～12 月予定

◆ デート DV 予防啓発出前講座

通年

◆ 市民団体支援事業

11～1 月予定

起業講座
◆ 女性起業芽でる塾
｢入門編｣

◆ 女性起業芽でる塾
｢実践編｣

◆ 女性起業芽でる塾

<展示・関連ビデオ上映>
会場：もりおか女性センター

講座

（プラザおでって５階）

開催期間中（6/22～6/28）、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

｢ネットショップ開店準備講座｣
｢SNS を使ってお店情報を発信｣
(仮)

◆ 女性起業芽でる塾

◆なるほどジェンダーパネル展示
◆男女共同参画週間関連図書展示

◆ シングルマザーのための

◆平成 27 年度女性センター事業紹介展示 〈なるほどジェンダーパネルより〉

7/16(土）､17(日)
9/17(土)､18(日)

◆ 女性起業芽でる塾

｢フォローアップ編｣
◆ IT 活用講座 MOS 試験対策(仮)

◆男女共同参画関連ビデオ上映

7/2(土)

社会に出る準備講座(仮)

◆ パソコンミニセミナー

8/28(日)
11/19(土)､20(日)
1～2 月予定
2 月予定
毎月 2 回程度

