◎もりおか女性センター本館
〒020-0871 岩手県盛岡市中ノ橋通 1-1-10 プラザおでって５階

新 着 図 書 ！ ★この他、ホームページ上で詳しく紹介しています！
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-女 と男 が参画する社会をめざして-

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

◎もりおか女性センター別館

ニュースレター No.８

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
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−新聞切り抜き情報誌− ◆全国主要 17 紙
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A4 版 毎月 23 日発行

北海道新聞から沖縄タイ
ムスまで女性に関する新聞
記事を厳選し、毎月約 500
点を分類・収録。
もりおか女性センター本
館では創刊号 1986 年か
ら全号を所蔵し、貸出して
います（但し最新号をのぞ
く）
。 女性の今 を知る参
考資料として、是非お役立
てください！

管 理・運 営 もりおか女性センター指定管理者：

＊ もりおか女性センターフェスティバル 2007 開催

＊
＊
＊
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DV 防止市民啓発事業のご案内
講座ガイド
映画＆トーク「スタンドアップ」参加者募集！
図書コーナーNews

特定非営利活動法人参画プランニング･いわて

交 通 案 内

考え究める

長長 谷谷 川川 かか つつ

昭和 30 年 10 月号
（本館所蔵：浦田敬三氏寄贈）

雑誌﹁主婦之友﹂創業者の妻

一九一七年に創刊された婦人雑誌
﹁主婦之友﹂
︒創業者石川武美の妻︑
長谷川かつさんは盛岡の出身です︒
かつの両親は盛岡ハリストス正教会
の信徒で︑家族は日曜ごとに教会に通
っていました︒ところが︑かつ十二歳
のときに父親が病死︒生活は苦しくな
り︑母子は東京にいる盛岡の知人を頼り︑住み込みの生活を
始めます︒その間︑かつの母親は独学で産婆 助(産師 の)資格
を取得︒かつは子守や女中をして働きました︒
石川武美との出会いは︑かつが女中兼見習生で勤
めていた水谷写真館︒当時﹃婦女界﹄の記者だった
石川が取材のために聖ニコライ神父の写真を借りに
訪れたのがきっかけでした︒クリスチャン同士の二
人はやがて結婚︒その後︑石川は独
立して﹁主婦の友社﹂を設立︒はじ
め社員は一人もなく︑取材執筆・
経理など夫婦二人三脚でした︒主
婦の友社は現在も東京・神田駿河
台にあり︑出版業を続けています︒

盛岡の女性（ひと）

盛岡ハリストス正教会（高松）

◆参考文献「ひとすじの道」吉田好一著 主婦の友社（2001）

学 ぶ

バス
茶畑・バスセンター方面
本館…バスセンター前下車、徒歩 3 分
別館…バスセンター前下車、徒歩 8 分

本館

※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駐車場をご利用ください。

別館

悩み考える
＊ 日増しに秋の気配を感じます。秋のイメージといえば、運動会
や紅葉、そして芸術の秋。でもやっぱり私は食欲の秋です！（O）
＊ 映画「スタンドアップ」は、男 VS 女ではなく、主人公をとりま
く女性同士、男性同士が相互に変化していく様子がみどころです。
自身が DV の家庭に育ったというアカデミー女優シャーリーズ・
セロンさんの静かで熱い演技をぜひご覧ください。
（M）

次回は 11 月上旬発行です。どうぞお楽しみに！

知 る
出会う
力をつける

発行/もりおか女性センター

もりおか女性センター

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

フェスティバル 2007 を開催します！
開催日：2007 年 10 月 19 日(金)・20 日(土)

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

本館

10/19 金 ★映画会「オフサイド・ガールズ」（92 分）
女性が男性のスポーツを観戦するこ
とを法律で禁じているイラン。サッカ
ーがみたい少女たちは「男装」して場
内へ潜入。アイデアはとても良かった
のですが…。イランの女性問題を男性
監督が鋭くユーモラスに描いた本作
品。是非お出掛けください！

会

場

開始時間
入場券

おでってホール
①10:00 ②13:00 ③15:30 ④19:00（開場 30 分前）
前売り 800 円 当日 1,000 円

講座ガイド
すぐに役立つ！ 男の介護塾

女性に対する暴力をなくす運動事業（11/16-11/22）※他詳細は次号

映画＆トーク「スタンドアップ」参加者募集！
２００７年 １１ 月 １８ 日 （ 日 ） 13:30〜16：30（開場 13 時）

もしも俺より先に女房が倒れたら…。
まずは身近なところに関する介護の初歩を学ぶことから
始めませんか、あなたの介護デビュー。

◆日
程：10/3、10、17、24、31(毎週水曜日 全５回)
◆時
間：10 時〜12 時(但し、10/10 と 24 は 13 時まで)
◆会
場：もりおか女性センター本館
◆対象･定員：概ね 40 歳以上の男性 ２０名
◆受 講 料 ：無料（2 回目のみ材料費 500 円）
◆申込方法：9 月 19 日（水）９時から電話にて先着順。
℡（０１９）６０４・３３０３（本館）

―1980 年代におきた全米初の集団セクシュアル・ハラスメント訴訟。
実話にもとづく本作品をみながら、女性に対する暴力、男女のパートナー
シップについて、一緒に考えてみませんか？

©2006 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

文学作品から読み解く女性史

10/20 土 無料託児有（要予約）

−小説『フランケンシュタイン』を題材に

★食の講演会と生産者との交流会（試食有）10：30-12：00
★対談＆スライドショー 13：30-15：30
（十和田を拠点に活躍する写真家細川剛さんとエッセイストの澤口たまみさん
が自然をテーマに対談します。
）

★本館利用団体による展示、日用品や農産物の販売など

別館
★別館利用団体による各発表会
演 技：合唱・楽器演奏・民踊・ダンス・ヨーガ・太極拳など
展 示：パッチワーク・デコパージュ・リフォーム・和裁・短歌・
書道・華道油絵・水墨画・水彩画など

茶 席：茶道 裏千家のお茶会（※当日参加できます）
※内容など詳しくはもりおか女性センターにお問合せください。

18 世紀 にメア リー・ シェリ ーが匿 名で出 版した １冊の 小説を ひも とき
ながら、 西洋で 始まっ た女性 の人権 運動の 歴史な どを学 習しま す。

◆日
程：11/1・8・15・22・29（毎週木曜日 全 5 回）
◆時
間：19 時 00 分〜20 時 30 分（90 分）
◆講
師：菊地良夫さん（岩手大学特任教授）、ｾﾝﾀｰ職員
◆会
場：もりおか女性センター別館
◆対象･定員：２０名（男女問わず）
◆受 講 料 ：無料
◆託
児：1 人 1 回 500 円 先着５名（2 才から就学前の子ども）
◆申込方法：10 月 18 日（木）10 時から電話にて先着順。
℡（０１９）６２４・３５８３（別館）

プチストレスに強くなる！
自分を好きでいるために

ＤＶ防止市民啓発事業

「ストップ・ザ・ＤＶ（ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ・ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ）
〜パープルリボンの輪をつなげよう」
パープルリボンは、女性や子どもに対する暴力根絶のシンボルです。
ひとりひとりが関心をもつこと、活動に参加することを通して、暴力
をなくす運動の輪を広げ、根づかせていくことを目的に開催します。

開催日：2007 年 10 月 21 日（日） 入場無料
会 場：プラザおでって３階 おでってホール
【第 1 部】 13 時 30 分〜14 時 30 分
朗読舞台「ひまわり」−ＤＶをのりこえて−
（市民公募参加者による朗読舞台です）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【第 2 部】 14 時 45 分〜16 時 30 分
講演会「ストップ・ザ・ＤＶ 痛みを力にかえる女性たち」
講師 近藤恵子さん（「女のスペース・おん」世話人代表）

〜ちょっと心が疲れたあなたへ〜
お気楽に みえる 独身時 代。で もみん ないろ いろ抱 えてい る…。 私ら しく
生きるた めに、 ストレ スに強 くなる 心を育 てるき っかけ を提案 しま す。

◆日
◆時
◆講

程：10/30・11/6・13・20・27(毎週火曜日 全５回)
間：18 時 45 分〜20 時 45 分
師： 橋場あやさん(画家)、千葉有羽子さん（フィットネスワーカー）、
勝負沢知悦此さん（アロマセラピスト）、ｾﾝﾀｰ職員
◆会
場：もりおか女性センター別館
◆対象･定員：30 代〜４0 代の独身女性 20 名
◆受 講 料 ：無料（ただし、材料費 1,500 円）
◆申込方法：10 月 23 日（火）10 時から電話にて先着順。
℡（０１９）６２４・３５８３（別館）
★講座案内は「広報もりおか」15 日号でお知らせしています。
最新＆詳細情報は、もりおか女性センターホームページをご覧ください。

定 員：５０名
対 象：どなたでも応募できます。
会 場：プラザおでって大会議室
託 児：１歳から就学前まで
（子ども１人につき５００円自己負担）

＜あらすじ＞
暴力をふるう夫と離婚し、
2 人の子どもを連れて故郷に
戻ったジョージ。給料の高い
鉱山で男性たちに混じって
働き出すが、彼女を待ってい
たのは耐え難い性的な嫌が
らせと同僚女性たちの非協
力的な態度だった。孤立した
ジョージは一人で立ち上が
る決意をするのだが…。
【原題】North County（米国）
【監督】ニキ・カーロ
【脚本】マイケル・サイツマン
【主演】シャーリーズ・セロン
【時間】126 分

申込方法 往復はがきに以下を明記の上、郵送してください。

送り先

①氏名（ふりがな）②〒住所 ③電話番号 ④性別 ⑤年代
⑥託児の有無（子どもの氏名（ふりがな）、年齢、性別）
-----------------------------------------------〒020-0871 盛岡市中ノ橋通 1-1-10 プラザおでって 5 階
もりおか女性センター本館「スタンドアップ」係宛

締め切り １０月３１日（水）必着！※応募多数の場合、抽選。

女性相談（本館）
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、ひとり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。
月・火・金曜日…10:00〜17:00
水曜日・木曜日…10:00〜20:00
相 談 受 付 電 話…019-604-3304
（第 2 火曜日と祝日を除く）

