多様な性に YES!

ラジオ mjc のご案内

５月 17 日は世界アイダホデー！
IDAHO デーとは、「LGBT 嫌悪に反対する国際デー」として国
際的に知られている記念日です。日本では 2014 年から日本記念
日協会によって、公式に「多様な性にＹＥＳの日」として認定され
ました。
もりおか女性センターのインターネットラジオ「ラジオ mjc」で
は、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」主宰
の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、どんな支援が必要なの
か、などをお伺いしています。

前

後

半

もりおか女性センター

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
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。

ニュースレター

〒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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◆
◆
◆
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◆

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 2018」
平成３０年度 年間事業のご案内
ラジオ mjc のご案内

半
QR コードを読み取ると、
そのページに飛べます！

学ぶ
学習・研修
の機会の場

出会う・
力をつける
PC やスマートフォンでご覧いただけます♪

悩み・
考える

活動促進・
交流の場

☆もりおか女性センター 図書コーナーでは、関連図書紹介や掲示
等を行っています。
（バス）
盛岡駅より茶畑・バスセンター方面行き
徒歩 3 分

● 女性相談
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

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

あなたのご意 見 をお聞 かせください。
もりおか女性センター発行のニュースレターは、発行開始から今年
で１２年目を迎えます。これからも、より良い誌面を作っていくために、
皆様のご意見・ご感想・ご要望等、お聞かせください。
QR コードを読み取ると、
アンケート画面が表示されます。

（毎月第 2 火曜日、年末年始、土・日・祝日は休み）

５つの
機能

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。

ホームページ

女性相談

＊尚、同じ内容の紙面アンケートは、おでって館内に配架の
ニュースレターに挟み込みしてあります。回収 BOX は、
もりおか女性センターエレベーター前に設置しています。

平成３０年度事業テーマ
『チャンス・チャレンジ・チェンジ！多様性を認めあう社会へ』

発行：もりおか女性センター

新年度のご挨拶

男女共同参画週間 もりおか展 2018

平成 30 年度

開催期間：6 月 15 日（金）～6 月 21 日（木）
厳しかった冬も終わり、春が大急ぎで通りすぎていきます。
もりおか女性センターでは 29 年度は「学ぶ そして深く考える ～認
めあう社会へ～」という年度テーマを決めて 1 年間事業を展開いたし
ました。30 年度は、もう一歩、前進したいという願いをこめて

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、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。

「チャンス・チャレンジ・チェンジ！多様性を認めあう社会へ」
としました。
世界の情勢が厳しくなってきて違っている人達を認めたくないとい
う人達が増えているように感じます。そうした中でわたし達はどんな
人でもお互いに認めあえるような社会をつくりたい、と考えています。
新しい企画を展開しますのでどうぞご期待ください。
たくさんの方が参加して頂けるように願っています。今年度もどう
ぞよろしくお願い致します。
センター長 平賀 圭子

● 事業のご案内
■

内閣府 平成 30 年度「男女共同参画週間」キャッチフレーズ

「走り出せ、性別のハードルを超えて、今」

よりよい人間関係の築き方について学び、中学生や高校生に出前講座を
行うデート DV 予防啓発のためのユースリーダーを養成する講座です。
時：6/2（土）
、3（日）
、9（土）
、10（日）
【全 4 回】
10：00～16：00
会
場：女性センター生活アトリエ
対象・定員：高校生、短大生、大学生、専門学校生 20 人
受 講 料：無料
申込方法：電話（604-3303）
、FAX（050-2013-4750）
、または
メール（mjc@sankaku-npo.jp）にて受付

開催期間中、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。

●
●
●
●
●

一人ひとりが生きやすい社会になるために、男女共同参画や女性を取り
巻くさまざまな問題について学び、考える講座です。
日

時：6/7（木）
、15（金）
、21（木）
、28（木）
、7/5（木）
、
12（木）
【全６回】13：30～16：00
会
場：女性センター生活アトリエほか
対象・定員：テーマに関心のある女性 15 人
受 講 料：無料
申込方法：5/18(金)10 時から電話（604-3303）にて先着順に受付
＊託児あり 有料（6 ケ月～未就学児 1 人１回 500 円）要事前申込
先着 5 人
■

女性起業芽でる塾「入門編」

先輩起業家のお話を聞き、自分のやりたいことや想いを皆でシェアしま
しょう。
日
時：7/1（日）13：00～16：00
会
場：女性センター生活アトリエ
対象・定員：起業に興味がある女性 20 人
受 講 料：500 円（茶菓子代）
申込方法：6/5（火）10 時から電話（624-3583）にて先着順に受付
＊託児あり 有料（6 ケ月～未就学児 1 人 500 円）要事前申込
先着 5 人

■ 男女共同参画週間 もりおか展 2018
6/15（金）～ 6/21（木）講演会やパネル展示・ビデオ上映 等

6/15(金)

講演会

10/5（金）
・10/6（土）映画会または講演会等を予定

■ なくそう！女性に対する暴力 2018

講座

認知症の母親を遠距離介護している講師から、
頑張りすぎない介護のヒントを学びます！

演題「頑張りすぎない男の介護

男女共同参画基礎講座
「もりおか女性塾」

6/7～7/12 主に木曜
（全 6 回）

もりおか男性塾 《健康編》

7/19（木）
・26（木）

子育て中のママ講座

7/31（火）
・8/7（火）

働くお母さんを応援する親子講座

8/25（土）

女性防災リーダー養成講座

9～10 月予定

単身女性対象講座

～息子が親を看るとき～」
講師 工藤 広伸さん（介護作家・ブロガー/盛岡出身）
講師プロフィール

男女共同参画基礎講座「もりおか女性塾」

３大イベント

11/9（金）～ 11/15（木）街頭キャンペーンやパネル展示 等

男女共同参画社会基本法パネル展示
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
男女共同参画関連ビデオ上映
平成 29 年度女性センター事業紹介展示

日

■

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。

■ もりおか女性センターフェスティバル 2018

ユースリーダー養成講座
～大切な人とのもっといい関係を考えよう～

年間事業のご案内

1972 年盛岡生まれ。東京都在住。
執筆を生業にする介護作家・ブロガー。
認知症の祖母と母のダブル遠距離介護から
スタート。祖母の死去後、別拠点で父も在
宅介護したが死去。現在も東京と岩手を年
間約 20 往復しながら介護中。
認知症ライフパートナー2 級、認知症介助
士、なないろのとびら診療所（盛岡市）地
域医療推進室非常勤。著書：
「がんばりすぎ
ずにしれっと認知症介護（新日本出版）他、
介護ブログ「40 歳からの遠距離介護」

《非正規で働く独身女性のライフプラン》（仮）

10 月予定

LGBT について知る講座

11 月予定

若者対象講座

12 月予定

男女でこれからの暮らしを考える講座

1 月予定

女性のこころとからだ講座

2 月予定

市民団体支援事業

10～1 月（団体実施期間）

起業講座
女性起業芽でる塾「入門編」

7/1（日）

女性起業芽でる塾「実践編」

7/28（土）
・29（日）

女性起業芽でる塾
「ネットショップ開店準備講座」

9/1（土）
・2（日）

女性起業芽でる塾「SNS 講座」

10 月予定

【日

時】6/15（金）13:30～15:30（13:00 開場）

【会

場】おでってホール（プラザおでって 3 階）

女性起業芽でる塾「フォローアップ編」 11/17（土）・18（日）

【対

象】テーマに関心のある方

再就職支援（IT 活用）
シングルマザー対象講座
再就職支援（IT 活用）

【定 員】100 人

【参加費】無料
【託

児】有料（子ども 1 人につき 500 円）
対象は、生後 6 カ月～未就学児

定員 5 人

＊要事前申込

【申込方法】5/21（月）10 時から電話（604-3303）
にて先着順に受付

スキルアップを目指す女性講座（仮）

11 月予定
2 月予定

起業応援フォーラム

2 月予定

パソコンミニセミナー
（基礎的な知識を学ぶ女性対象講座）

通年（月 2 回程度）

