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発行：もりおか女性センター 

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 
徒歩 3 分 
 
※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  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 

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。 
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内容 

◆ 新年度のご挨拶 

◆ イベントのご案内「男女共同参画週間 もりおか展」 

◆ 平成 29年度 事業のご案内 

 

ひと   ひと 

〒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 

平成２９年度事業テーマ 
 

『学ぶ そして 深く考える ～認めあう社会へ～』 
 

● 女性相談 

佐藤 ムツさん 

＊＊＊ラジオｍｊｃインタビュー紹介＊＊＊ 

２０１７年５月  

* ラジオｍｊｃで放送している内容を、抜粋してまとめたものです。 

【第３回／全 4 回】 

第 3 回では、32 年間盛岡市役所で保健婦として働いていた間のお

話を伺いました。 

 

このインタビューは、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」で紹介しているものです。 

今回は、元日本助産師会岩手県支部長で、2014 年に保健衛生功労で旭

日双光章を受章された佐藤ムツさんのお話を4回に分けてご紹介します。 

最初は５年って言われて、一番最初に役割をし 

ている人達を知る。そのうちに地域を知る。 

そして世帯主と部落と屋号が必要なのさ。その家、 

訪ねるってね。そうして少なくとも３年経たない 

とものにならないと思って地域担当していた。 

ある時、３番目の子どもをお産した家に家庭訪 

問したら「お兄ちゃん毎晩のようにおねしょして 

大変なんだよね」どしたらいいかという相談だっ 

た。どうにかしたいというのが親でしょ。 

 子どもさ、「ちょっと、あんた学校に入ってるか 

ら、表を書けるよね」って聞いたら「うん、書けるよ」っていうから、「お

兄ちゃん、あんたいっつもやるってわけじゃないんだから、ちゃんとでき

たら○してね。あー、失敗したなと思ったら仕方ないんだから×してね」

って頼んで。一週間したら来るからねって約束して一週間目に行ったら

○が２つ付いてた。「あらー、上手にうまくやれたったね」って言って、

そして次また一週間やらせる。そういうふうにして、「じゃあもう一回く

るからね」って、つぎ行ったときに全部○だったの、三週間で。 

 おねしょは、病気じゃなかったわけだ。だから、それがダメだったらば

病院の先生とつながりしねばならないけども、これは精神的なもの、もし

かしたらお母さんが三番目の子どもの面倒みるの大変そうだっけよね。 

「あー、よかったねー。やればできるよねー」とか言って。お母さんも

それを聞いてて、「私悪いねー」とか言って気づくわけだ。そういうとき

もあるのさ。子どもの心理って、お母さんの気持ちも大事なんだけど、子

どもに対するお母さんの扱い方もね。 
 

＊質問１．仕事をしていた時の心構えは？ 

職場に行くときは、家から一歩出たら、家の事を忘れる。役所を一歩出

たら、家のことを考える。だって子ども３人もあるんだもん。 
 

＊質問２．自分の子育てにも影響がでましたか？ 

子どもたちが作文に「今日はお祭りなのにお母さんがいなかったので

寂しかった」と書いた。だから私いま子どもたちに言うのさ「おめはんた

ちに書かれて俺も本当は辞めたかったけども、自分も仕事したいし、子ど

もも育てたいしって思ったから辞められなかったんだよなぁ」って。 
 

＊質問３．途中で仕事を辞めようと思わなかったですか？ 

先輩の人が「むっちゃん、おまえ長くなったようだけど、何年勤めた？」

って「やあ、私そんなの数える暇ないって」そして数えたら 15 年だっ

た。「そればっかりじゃダメなんだぞ。これからの時代は、少なくとも 30

年働け！」て気合みたいなこと言って。私の直属の課長じゃなかったけ

ど、親しく喋ってくれたんだよね。そう言われて、落伍することはないよ

うにしなくちゃ。やれるくらいやればいいじゃんって思って、32 年働い

た。4 年早く辞めて、今度自分の家で母親教室のような真似事を 10 年間

やった。 
 
＊第３回は、以上です。是非、女性センターHP「ラジオ mjc」で佐藤ム

ツさんの生の声をお聞きください。盛岡弁で様々な楽しいエピソード

を交えてお話しています。次回は最終回です。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３大イベント 

■ 男女共同参画週間 もりおか展 2017 
 6/10（土）～ 6/16（金）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 2017 
 10/20（金）・10/21（土）映画会 他 

■ なくそう！女性に対する暴力 2017 
 11/10（金）～ 11/16（木）街頭キャンペーンやパネル展示 等 

講座 

ユースリーダー養成講座 左記参照 

男女共同参画基礎講座「もりおか女性塾」 左記参照 

全国女性会館協議会共催事業 
「父親と子どもの調理講座」（仮） 

7/23（日） 

高齢期女性の健康講座（仮） 8 月予定 

未就学児の子育て支援講座（仮） 8～9 月予定 

女性防災リーダー養成講座（仮） 9～10 月予定 

女性のからだを知る講座（仮） 11 月予定 

もりおか男性塾（仮） 11～12 月予定 

メディア・リテラシー講座（仮） 12 月予定 

女性のこころとからだ講座（仮） 1 月予定 

シングルマザー応援講座（仮） 2 月予定 

デート DV出前講座（人権講座） 5～2 月 

市民団体支援事業 10～2 月予定 

みんなのおしゃべりルーム（仮） 調整中 

起業講座 

女性起業芽でる塾「入門編」 6/25（日） 

女性起業芽でる塾「実践編」 7/29（土）、30（日） 

女性起業芽でる塾 
「ネットショップ開店準備講座」 

9/30（土）、10/1（日） 

女性起業芽でる塾「SNS講座」（仮） 7/15（土） 

女性起業芽でる塾「フォローアップ編」 11/18（土）、19（日） 

再就職支援（PC支援） 
女性対象スキルアップ講座（仮） 

1 月予定 

再就職支援（PC支援） 
シングルマザー対象スキルアップ講座 

11～12 月予定 

起業応援フォーラム 2/17（土） 

パソコンミニセミナー 通年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

● 事業のご案内 

また 4 月から新しい年度、平成 29 年度がはじまります。 
盛岡にとって一番美しい花の季節が訪れます。 

平成 29 年度 1 年を通しての事業テーマが、 
「学ぶ そして 深く考える ～認めあう社会へ～」と決ま
りました。 
今、世界中で違いを認められず対立がきびしくなる方向へ動い

ているように感じます。 
全ての人があらゆる場でその人らしく生きていける社会をもり

おか女性センターはめざしています。そのためにこのテーマを設
け、1 年間事業を展開して参ります。 
学びを深め、深く考え、お互いの違いを乗り越えてよりよい社

会を作っていきたいと願っています。 
29 年度もよろしくお願いいたします。 
 

              センター長 平賀 圭子 

新年度のご挨拶 平成 29年度 年間事業のご案内 

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。 

男女共同参画週間もりおか展 201７ 
開催期間：6月１０日（土）～６月１６日（金） 

男で○、女で○、 
 
共同作業で◎。 

H29 年度 男女共同参画週間 

キャッチフレーズ  

 

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、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 

に事業を開催します。 

 イベント 

 

おでってホール 
【講演会】 

講師 末盛 千枝子さん（3.11 絵本プロジェクトいわて代表） 

～「私」を受け容れて生きる～ 

■開催時間：14:00～15:30（開場 13:30） 
■会  場：プラザおでって 3階 おでってホール 
■定  員：120 人 
■参 加 費：無料 
■申込方法：往復はがき 
①住所②氏名③年齢④性別⑤電話番号を記入の上、下記住所宛に投函 

5/27（土）消印有効 ＊応募多数の場合、抽選 
■託  児：有料（子ども 1 人につき 500円） 定員 5人 
     対象は、生後 6 カ月～未就学児 

＊託児希望をはがきに記載 
■宛  先：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宛 

【展示・関連ビデオ上映】会場：もりおか女性センター(おでって 5 階) 

開催期間中（6/10～6/16）、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 ◆ 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 28 年度女性センター事業紹介展示 

● 5～6月の講座案内 

 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～  
デート DV や人権について学び、中学校や高校に出前講座を行うユー

スリーダーを養成する講座です。 
 
日 時：5/20（土）、21（日）、6/3（土）、4（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（604-3304）、FAX（050-2013-4750）、また

はメール（mjc@sankaku-npo.jp）にて受付 

男女共同参画基礎講座 「もりおか女性塾」  
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：6/15、22、29、7/6、13 毎週木曜日 【全5回】 

 13：30～16：00 
会 場：女性センター生活アトリエ、おでって大会議室 
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：5/18（木）10時から 
電話（604－3303）にて先着順に受付 

〈プロフィール〉 

東京都出身。父は彫刻家の舟越保武氏。 

慶應義塾大学卒業後、絵本の出版社で編集に携わ

る。1986 年絵本『あさ One morning』がボロ

ーニャ国際児童図書展グランプリを受賞、ニュー

ヨーク・タイムズ年間最優秀絵本に選ばれる。

1988 年株式会社すえもりブックス設立。1998

年皇后様のご講演をまとめた『橋をかける子供時

代の読書の思い出』を出版。2010 年から岩手県

八幡平市に移住し、その地で東日本大震災に遭う。

現在、被災した子どもたちに絵本を届ける「3.11

絵本プロジェクトいわて」の代表を務めている。 

 

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夢を皆でシェアしましょう。 
 
日 時：6/２5（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） 
託  児：有料（子ども 1 人につき 800 円） 先着 5 人 
     対象は、生後 6 カ月～未就学児 
申込方法：5/19（金）10時から 
電話（624-3583）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。 


