
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（第 2火曜日、年末年始、祝日は休み） 

もりおか女性センター 

管理・運営：特定非営利活動法人  参画プランニング･いわて 
 
 

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。 

（バス） 
盛岡駅より茶畑・バスセンター方面行き バスセンター前下車 
本館まで徒歩 3分、別館まで徒歩 8分 
 
※女性センターには、本館・別館ともに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  http://mjc.sankaku-npo.jp 

－女と男、ともに参画する社会をめざして－ 
ひと   ひと 

発行／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 

電話番号 （019）604－3303 

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 

 

■ 別館 
〒020－0878 岩手県盛岡市肴町 2－8（旧盛岡市働く婦人の家） 

電話番号 （019）624－3583 

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 

● 女性相談（本館） 

ニュースレター No.1６ 

200９年 1 月 

考え究める 

学 ぶ 

知 る 

出会う 
力をつける 

悩み・考える 

◎ 新年ごあいさつ 

◎ 2 月開催講座のご案内 

◎ 子育て関連情報 

◎ 「なくそう！女性に対する暴力」報告 など 

 

● 事業終了報告 

2008 なくそう！女性に対する暴力 終了 

もりおか女性センターでは、11月 14日～21日の一週間を
「女性に対する暴力をなくす運動」週間として様々な事業を行な
いました。たくさんの方にご来場いただき、事業に賛同してく
ださいましたみなさま、ありがとうございました。 

●講演会 「人身取引って何？見えにくくされた人身売買 
～性売買、結婚、出稼ぎ労働～」 

 
人身売買や女性と子どもの人権を守るた

めに活動を続けている「人身売買禁止ネッ
トワーク」共同代表の大津恵子さんにご講
演をいただきました。 

外国人の女性を中心に、今なお日本の中
で続いている人身売買の実態などのお話を
聞き、参加者からはおどろきの声があがり
ました。遠い国の話ではない。私たちがこ
の岩手で何ができるのかを考える機会にな
りました。 

パープルリボンとメッセージ
カードで作られたツリー 

講師の大津恵子さん 

＜来場者メッセージ＞ 

・一人で悩まず誰かに相談しましょう。 

自分を大切にして！ 

・暴力なんでも反対！ 

・誰でも安心して生きる権利があります。 

・けっして、あなたは悪くない。 

自分を責めないで。大丈夫。 

・負けないで、あなたもきっと生きてて 

良かった思える日がきます。 

・いじわるしちゃだめ。 

●その他に、「人身取引」「DV」防止啓発パネル展示などの催と
24時間ＤＶホットライン（電話相談）を実施しました。 

●パープルリボンプロジェクト 
 
私たちの社会・地域・学校そして家庭から暴力をなくすための

国際的な流れを持つ草の根運動です。この事業に多くの方に賛同
していただきパープルリボンとメッセージが寄せられました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 子育て関連情報 

＜参加者の声＞ 
・村中さんの全てを受け入れている懐の深さを感じました。でもそ

れもすぐ身についたものでないというのもお話の中で伺って、ち
ょっと安心(？)しました。笑顔もお話も、作品も素敵な先生にお会
いできて嬉しいです。遠いところをありがとうございました。 

 

・ボランティアとして多くの子どもの前で読むとき、『本が主役』の
つもりで読んでいましたので、村中さんの読み方を見聞きして驚
きました。楽しかったです。 

 
・村中さんのお話にすっかり引き込まれ、終始泣いたり笑ったり、

あっと言う間でした。絵本に対する考えがガラリと変わったよう
な気がします。施設の子の『うんこ』の話はもう胸がいっぱいに
なりました。 

「子育て支援のためのパワーアップセミナー」 
公開講座 

企画：（財）日本女性学習財団コラボレーション・セミナー 

「やわらかな関係づくりを～絵本の読みあいを中心に～」 
講師：村中李衣（むらなか・りえ）さん 

（児童文学作家・梅光学院大学子ども学部教授） 

11月 22日（土）、庭園の初雪と紅葉のコントラストが鮮やかな中央
公民館を会場に、村中李衣さんの公開講座が開催されました。 
「ああ、この感じ。盛岡の人って、この相槌の感じがとってもいいで

すね。これが実は、やわらかな関係づくりにつながるのね」 山口弁の
穏やかな語り口が印象的な、村中さんの第一声。そして、絵本の読みあ
いを通して出会った、幼い子どもたち、おじいちゃん、おばあちゃん、
学生たち。一つひとつのエピソードは、ちょっぴりおかしくて、とって
も暖かい、「やわらかな関係」がいっぱいのお話でした。 
                

 
村中李衣さんの公開講座は

「子育て支援者のためのパワー
アップセミナー」６回連続講座の
中の１コマとして開催されまし
た。すでに子育て支援者として、
何らかの活動をされていらっし
ゃる方にとって、悩みは「人との
関係づくり」に尽きるのではない
でしょうか？ 

 
「やわらかな人との関係づくり」って、ボール投げのようなものか

もしれない。相手が受け取りやすいボールをイメージして、投げるボ
ールは緩やかな放物線を描き、互いの間をいったりきたりするでしょ
う。村中さんのお話は、そんなボールを受け取ったときの互いの笑顔
が見えるような暖かいお話でした。 

講師の村中李衣さん 

事業 
の 

報告 
＊子どもの部屋の紹介＊（女性センター本館） 

＊七ばんめのポッケ＊ 

もりおか女性センターには、お子さん（未

就学児）と保護者が一緒にくつろぐスペー
スとして「子どもの部屋」があります。 

公園の雪遊びの後やお買い物帰りの際な

ど、どなたでもお気軽にご利用ください。 

【利用時間】9：00～21：30（土・日・祝日は 17：00まで） 
        ※館内事業のため、ご利用できない場合があります。 
【休 館 日】毎月第 2火曜日・年末年始（12/29～1/3） 
【利用対象】就学前の乳幼児とその保護者 
【利用方法】窓口で利用カードを記入。無料。（貸切不可） 
【設  備】ベビーベット、簡易授乳スペース、子ども用トイレ、 

シャワー、おもちゃや絵本があります。 

【収容人数】10人程度（広さ：41㎡） 

《注意事項》 
♪おとなだけ、子どもだけの利用はできません。 
♪室内で飲食はできますが、ゴミはお持ち帰りください。 
♪室内での営利及び勧誘活動はご遠慮ください。 

妊娠中の生活や出産後の育児、女性の健康に関する相談に助産師さん
が対応しています。また、沐浴の練習や妊婦体験もできますので、気軽
に立寄ってみませんか。 

【体験コーナー】 
☆赤ちゃんのお世話体験： 
新生児人形でお風呂の入れ方や着替えオムツ
交換を体験。 
☆妊 婦 体 験： 
妊婦ジャケットを着用して妊娠中の身体的変
化を体験。お父さんも一緒に妊婦体験しまし
ょう。赤ちゃんの心音も聞くことができます。 
☆手作り産着： 
赤ちゃん用肌着の手縫い体験。 

●活動日時：毎月、第2・4土曜日  
9：30～16：00 

●活動場所：もりおか女性センター「生活アトリエ」 
●問合せ先：019-647-5142（佐藤ムツ） 
      019-638-8655（八木直子） 
 ＊第 2・4土曜の専用電話 090-8783-6480 肌着作りにチャレンジ！ 

● 講座の情報 

「娘と私のこころとからだ」～娘育て、わたし育ち～ 
 
 

携帯電話やインターネットの急激な普及により、「性」に関する 
情報が氾濫しています。娘に自分の身体や性にまつわる正しい知
識を伝えるために、一緒に考えてみませんか？ 
 
 
日  程：2/5（木）・12（木）・19（木） 
時  間：13時 30分～15時 30分 
会  場：もりおか女性センター別館 第 3講習室 
対象・定員：思春期（概ね中学生）の娘を持つ女性 20名  
受 講 料：無料 
申込方法：1/23（金）10時から電話にて先着順に受付 

TEL. 019-624-3583（別館） 

「女性と防災、ここから発信フォーラム」 
 
日  程：2/14（土） 
時  間：10時 30分～16時 
会  場：プラザおでって 3階 大会議室 
対象・定員：市民 50人 
内  容：第 1部（10時 30分～12時） 

講演会：「女性と防災」（仮） 
     講 師：（有）コラボねっと代表 石井布紀子さん 
     第 2部（13時～16時） 
     ワークショップ：「女性の視点で防災まちづくり」 
     ファシリテーター：（有）コラボねっと代表 石井布紀子さん 
参 加 費：500円 
申込方法：1/19（月）9時から電話またはファックスにて申込み 
     TEL 019-604-3304 
     FAX 050-2013-4750（どちらも本館） 

● 新年のご挨拶 

もりおか女性センターでは、子育てを応援しています！ お部屋
の 

紹介 

活動 
団体 

の紹介 

 新年明けましておめでとうございます。 

２００９年は、もりおか女性センターが開設されて１０

年、また、男女共同参画社会基本法が制定されて１０年と

いう記念すべき年です。そして、NPO 法人参画プランニン

グ・いわてが、もりおか女性センターの指定管理者になっ

て３年が経過し、４月から２期目に入ります。 

女性のおかれた状況は本当に良くなったのでしょうか。

検証が必要です。 

皆さんの幸せを願って、今年こそ笑顔にあふれた年にし

たいものです。よろしくお願いいたします。 

センター長 平賀圭子 

3 月にパパになる方の沐浴体験。 

 
七ばんめのポッケは、
日本助産師会岩手県支

部の助産師さんの活動

です。 


