図書コーナーよりご案内
新しい本が入ります。
（７月末配架予定）
ぜひ、図書コーナーにお立ち寄りください

クソ女（アマ）の美学
ミン・ソヨン（著）／ワニブックス／2020

離婚の経済学

愛と別れの論理

橘木 俊詔、迫田 さやか（著）／講談社／2020

雲を紡ぐ
伊吹 有喜（著）／文藝春秋／2020

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）
〒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 （019）601－4031
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

ニュースレター

もりおか女性センターは、

ニュースレター

■ 起業応援ルーム 芽でるネット

女性の自立と社会参画を支援するとともに

〒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）604－3303 FAX （019）601－4032
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

男女共同参画を推進する拠点です。

2020 年 7 月

フラワーデモを記録する
フラワーデモ（編） ／エトセトラブックス／2020

№

彼女の体とその他の断片

85

カルメン・マリア・マチャド（著） ／エトセトラブックス／2020

老～い、どん！ あなたにも「ヨタヘロ期」がやってくる
樋口 恵子（著）／婦人之友社／2019

学 ぶ

毒親介護

学習・研修の機会の場

石川 結貴（著）／文藝春秋／2019

足をどかしてくれませんか。 メディアは女たちの声を届けているか

出会う・力をつける

林 香里、小島 慶子 他／亜紀書房／2019

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー

活動促進・交流の場

The Real British Secondary School Days
ブレイディみかこ／新潮社／2019

「助けて」が言えない
SOS を出さない人に支援者は何ができるか
松本 俊彦（著）／日本評論社／2019

こども六法
山崎 聡一郎（著）／弘文堂／2019

地方を変える女性たち カギは「ビジョン」と「仕組みづくり」！

（バス）
盛岡駅より茶畑・バスセンター方面行き
徒歩 3 分

ホームページ

● 女性相談

SDGs の基礎

相談受付電話

事業構想大学院大学出版部（著・出版）／2018

エンパワーメント

働くﾐﾚﾆｱﾙ女子が身につけたい力

大崎 麻子（著）／経済界／2017

結婚と家族のこれから 共働き社会の限界

ヴァージニア・ウルフ（著）／平凡社／2015

雑誌 Pen(ペン)2020.6/15 号

【特集】いまこそ、「ジェンダー」の話をしよう。
CCC メディアハウス／2020

考え究める
調査・研究事業

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。
また、メール相談も受付けます。E-mai l：soudan@sankaku-npo.jp
● 相談は無料です。秘密はかたく守ります。

月
火
水
木
金

女性相談

http://mjc.sankaku-npo.jp

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。

筒井 淳也（著）／光文社／2016

自分ひとりの部屋

悩み・考える

※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。

麓 幸子（著）／日経 BP 社／2018

なぜ、「新事業の開発」や「企業価値の向上」につながるのか？

バスセンター前下車

相 談 開 設 時 間
10:00 ～ 17:00
10:00 ～ 17:00
10:00
～
20:00
10:00
～
20:00
10:00 ～ 17:00

７７
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発行：もりおか女性センター

発行：もりおか女性センター

男女共同参画週間 もりおか展 2020

事業のご案内

終了報告

国で定めている男女共同参画週間に合わせ、6 月 16 日（火）～29 日（月）の期間、男女共同参画社会に
ついて理解を深めていただくことを目的に、
「男女共同参画週間 もりおか展 2020」を開催しました。
もりおか展終了報告（袖上さん）
今年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、パネルや関連図書の展示、DVD 上映を中心に行いまし
た。また、昨年 6 月に盛岡市が策定した男女共同参画推進条例のご案内もしました。
今年は、もりおか女性センター20 周年という節目の年でもあり、20 年のあゆみを年表にして紹介。また、
女性センター設置に向けて活動した盛岡市内の女性団体「もりおか女性の会」事務局長の三田村園子さんのイ
ンタビュー収録を皆さんに聞いていただきました。

普段の暮らしの中での
ジェンダー問題を取り上げ、
イラストで分かりやすく解説！

■ YouTuber かずえちゃんに聞こう！LGBTQのこと
当事者から話を聞き「多様な性」について学び、理解を深めます。
＊講師のかずえちゃんは遠隔出演です
日 時：8/22（土） 14：00～16：00
会 場：プラザおでって 大会議室 ※自宅等からのオンライン参加も可
対象・定員：テーマに関心のある方 ・ 会場 25人／オンライン25人

日本では戸籍制度をベースにした住民
票があり、
「世帯単位」で把握しています。
今回の国民１人一律 10 万円支給の特別
定額給付金は、原則世帯単位で申請・給付
となりました。
1 枚を
紹介します！

イラスト：高橋由為子
企画・作成：公益財団法人日本女性学習財団
（月刊「We learn」なるほどジェンダーより）

なるほどジェンダーパネル

オンライン講座

ﾕｰﾁｭｰﾊﾞｰ

家族や結婚の在り方が多様化し、男女共
同参画意識も浸透しつつありますが、「世
帯単位」について皆さんはどう考えます
か？

参加費：無料
託 児：有料（6カ月～未就学児 1人500円）
要事前申込 先着3人
申込方法：8/4(火)10時から
電話 019-604-3303 または
申込専用フォームにて先着順に受付
申込専用フォーム

■ 男性のための交流分析講座

「フレキシブルに考える力を身につけよう！」

展示

交流分析を通して自分自身と向き合い、周囲の人との関わり方
や柔軟に生きるためのヒントを学びます。

【来場者の声】
・まだまだ一般に認知されていない事だと思う。
・DVD を見て、昔私たちの為に頑張ってくださった先輩
がいたことに感謝です。
・若き日の自分を思ったり思い出したり、考えたり懐かし
かった。
・分かりやすい展示やラジオで良かった。

盛岡市

男女共同参画推進条例

展示

イラストで学ぶ

男女共同参画社会基本法 展示

日 時：8/28、9/4、9/11 毎週金曜 18：30～20：30
会 場：女性センター 生活アトリエ
対象・定員：テーマに関心のある男性 ・ 8人
参加費：無料
申込方法：7/20(月)12時から、
電話 019-604-3303 または
申込専用フォームにて先着順に受付

申込専用フォーム

コロナが及ぼす深刻な状況
新型コロナウイルス感染拡大防止のための
長期に渡るさまざまな自粛要請は、社会の至
る所に深刻な状況を引き起こしています。

事業所の倒産
生活困窮
ストレス・うつ
病気
※持病の悪化

コ
ロ
ナ
自
粛
要
請

ＤＶ被害の増加
児童虐待の増加
10 代の自殺増加
解雇・雇い止め
※半数が非正規

【ＤＶ被害】
今、世界中で、DV や児童虐待が増えています。新型コロナウイルス感染拡大防止のための外
出自粛要請や休業要請が根底にあり、女性や子どもに対して暴力が向けられ、深刻な影響を及ぼ
しています。世界において DV 被害が急増していると報道され、日本においても、4 月の相談
件数が昨年同月より約 3 割増えています。これは、もともと根底に DV があったものが、顕在
化し激化しているものと考えられます。
そこで、社会的支援の強化が求められています。4 月 10 日に橋本聖子内閣府特命担当大臣が
メッセージを発信。女性支援をしている民間団体から、政府への働きかけも活発になりました。
そのあと 4 月 20 日から『DＶ相談＋(プラス)』
（0120-279-889
がはじまりました。

https://soudanplus.jp/）

女性センターでも、従来の電話と面接の相談に加え、4 月 30 日からメール相談をはじめてい
ます。
DV の解決にはいろいろ方法があります。こんなことで相談していいのだろう
かと一人で悩まず、相談してください。また、周りで困っている方がいる場合は、
是非、情報を届けてください。

医療従事者への差別・偏見

■ 女性起業芽でる塾 入門編

女性センター メール相談 QR コード

先輩女性起業家による事例発表として、雑貨屋 HYTTA（ヒッタ）
店主の湯澤ちひろさんをお迎えしお話を伺います。起業を考え
ている方、起業に興味のある方、お気軽にご参加ください。
日

時：8/30（日）

13：00～15：00

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 ・ 10人
参加費：無料
託 児：有料（6カ月～未就学児 1人500円）
要事前申込 先着3人
申込方法：8/4（火）12時から、
電話 019-604-3303 または
申込専用フォームにて先着順に受付

※

申込専用フォーム

講座のプログラムは、チラシや HP をご覧ください。

