ぜひ、

＊＊＊ラジオｍｊｃからのお知らせ＊＊＊お聞きください♪
もりおか女性センターでは、ホームページ上で
インターネットラジオ番組「ラジオ mjc」を放送しています。
今回は、ただいま放送中のインタビューシリーズの中からご紹介
します。

「戦中・戦後を語りつぐ会（いわて）代表 箱石邦夫さん」（全７回）
今年１月から、ラジオ mjc では、戦中・戦後を語りつぐ会（いわ
て）代表 箱石邦夫さんが発行された『八月のあの日 乙女たちの仙
人越え』をもとに製作した番組をお送りしています。箱石さんへのイ
ンタビューのほか、当時、釜石高等女学校に在籍されていた方へのイ
ンタビューや掲載されている手紙などをご紹介しています。
戦時中、高等女学校の生徒たちがどのような日々を過ごし、どのよ
うな体験をしてこられたかを記録し、視聴者の皆様へお届けしていま
す。
現在、全 7 回中、第 5 回まで
放送しています。
第 6 回は 9/28、第 7 回の
最終回は 10/26 に更新予定
です。

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

６８

２０１７年 ９月 No.

内容
◆イベント情報「もりおか女性センターフェスティバル 2017」
◆事業のご案内
◆起業応援ルームからのお知らせ
◆ラジオ mjc からのお知らせ「戦中・戦後を語りつぐ会(いわて)」

学ぶ

もりおか女性センターのホームページ
http://mjc.sankaku-npo.jp 内で
放送、毎月１回、最終木曜日に更新
しています。

学習・研修
の機会の場

出会う・
力をつける
活動促進・
交流の場

－団体紹介－
「戦中・戦後を語りつぐ会(いわて)」
もりおか女性センター利用団体「戦中・戦後を語りつぐ会（いわて）
」は、
戦争当時の貴重な体験を次世代へと語りつぎ、二度と戦争を選択すること
がないよう、公開講座や聞き取り、出前講座を開催する等、岩手県内で活
動されています。平成 27 年度もりおか女性センター主催の市民団体支援
事業にもご参加いただきました。

● 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

旧バスセンター

（バス）
盛岡駅より茶畑・バスセンター方面行き
徒歩 3 分

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

http://mjc.sankaku-npo.jp

考え究める
調査・
研究事業

女性相談

５つの
機能

知る
情報提供・
収集の場

-あとがき◆9 月といえば、「読書の秋」ですね。もりおか女性センターには新しい
本が入りました。図書コーナーの本は、職員一人ひとりが幅広い視点で
選んでいます。今回は中高生向けのコミックやベストセラー小説等も仲
間入りしました！是非、女性センターの図書コーナーをご活用ください。
また、貸し出しの予約もできますのでお声掛けください。
（Ｍ）

◆8 月の「日本母親大会 in 岩手」に初めて参加しました。ニュースレタ

（毎月第 2 火曜日、年末年始、土・日・祝日は休み）

悩み・
考える

ーNo.21『新しい道を切り拓いたいわての女性たち』で紹介した一戸町
出身の土川マツエさんは、第 1 回世界母親大会に日本代表として参加し
たひとりでした。あれから 63 年、in 岩手会場には母たちのパワーが溢
れていました。
（Ｓ）

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～』
発行：もりおか女性センター

● 事業のご案内

● イベント情報

■女性防災リーダー養成講座「防災に女性のチカラを！」

もりおか女性センター

フェスティバル 2017
もりおか女性センターでは、毎年秋のイベントとしてフェスティバルを開催しております。
今年は、女性の生き方や家族の問題をテーマにした映画祭を中心に行います。

開催日

映 画祭

会

場

10/20
開場
オープニングセレモニー

13：45～

ご参加
お待ちしています♪

ひろゆき

裕幸さん

前「もりおか映画祭」実行委員長
特定非営利活動法人 日本映画映像
文化振興センター会員

「92 歳のパリジェンヌ」
（フランス

15：35～

やまだ

山田

13：30～

日

10 月 20 日（金）・21 日（土）
おでってホール（プラザおでって 3 階）
トーク

13：00

いつ起こるかわからない災害に備え、これまでの災害の教訓や課題
をふまえて、性別にかかわりのない視点から地域のコミュニティを考
えた防災・減災について学びます。

2015 年

★ゲストトーク

106 分）

山田 裕幸さん

16：20～ 「米軍基地の町に生きる」
（米国 2011 年 65 分）

9：30
10：00～
11：55～
13：30～

★ゲストトーク

● 起業応援ルームからのお知らせ
■「ネットショップ開店準備講座」

106 分）

山田 裕幸さん

「おじいちゃんの里帰り」
（ドイツ

15：25～

2015 年

2011 年 101 分）

「マララ－教育を求めて闘う少女」
（2014 年

会 場：もりおか女性センター（プラザおでって５階）

30 分）

会 場：おでってホール（プラザおでって 3 階）
定 員：各 120 人
入場料：一日券 前売り 1,000 円／当日 1,200 円
チケット販売：9 月 20 日（水）から
プラザおでって 2 階 観光情報プラザにて
託 児 ： 有（対象 6 カ月から未就学の子ども）
※詳しくは、要相談

日 時：10/5（木）10：00～12：00
会 場：もりおか女性センター 生活アトリエ（プラザおでって 5 階）
対象・定員：育休中、又はこれから仕事をはじめる方・5 人
参加費：無料
申込方法：9/11（月）10 時から、電話（604-3304）にて先着順に受付
託 児：6カ月～未就学児（子ども1人につき500円）定員５人
＊詳しくは、電話 604-3304 へお問い合わせください。

日 時：11/25（土）13：30～15：30
会 場：プラザおでって 3 階 大会議室
対象・定員：テーマに関心のある 10 代～20 代の男女・30 人
参加費：無料
申込方法：10/18（水）10 時から、電話（604-3303）にて先着順に受付

「92 歳のパリジェンヌ」
（フランス

育休中のワーキングマザー、又はこれから仕事をしようとする未就
学児がいる女性同士で、復帰に向けた不安や悩みを話してみませんか？
自分だけの悩みだと思っていたことは、みんなも同じかも。“働き続
けるわたし”をイメージするおしゃべりカフェです。

～情報を読み解く力をつけよう～

©2015 FIDELITE FILMS - WILD
BUNCH - FRANCE 2 CINEMA FANTAISIE FILMS

開場

■みんなのおしゃべりルーム「“これからの私”のおしゃべりカフェ」

■「若者のためのメディア・リテラシー講座」

18：30～ 「何を怖れる－フェミニズムを生きた女たち」
（日本 2014 年 111 分）

10/21

時：9/29（金）
、10/6（金）
、13（金）
、18（水）
13：00～16：00
会 場：もりおか女性センター 生活アトリエ（プラザおでって 5 階）他
対象・定員：地域防災に関心のある女性・15 人 ※全回出席できる方
参加費：無料
申込方法：現在、電話（604-3303）にて先着順に受付中!!
託 児：6カ月～未就学児（子ども1人につき800円）定員５人

■

クイズラリー

フェスティバル期間中、映画を鑑賞
して頂いた方を対象にクイズラリー
を行います。女性センター各所にク
イズがあります。クイズに答えてい
ただいた方に景品を差し上げます！

■

利用団体紹介展示

日頃、もりおか女性センターでは、
どんな団体が、どのように活動をし
ているか、この機会にぜひご覧くだ
さい。

日 時：9/30（土）、10/1（日）10：30～15：30
会 場：もりおか女性センター生活アトリエ（プラザおでって 5 階）
対象・定員：ネットショップ開設に興味・関心のある女性・20 人
受講料：1,000 円 ＊母子家庭・非課税世帯免除あり
申込方法：9/19(火)10 時から電話（624-3583）にて先着順に受付
託 児：6 カ月～未就学児（子ども 1 人につき 800 円）定員５人

■パソコンミニセミナー「エクセル・関数入門２」
日 時：10/26（木）10：00～12：００
会 場：起業応援ルーム芽でるネット（プラザおでって１階）
対象・定員：起業や就職を目指している女性・8 人
受講料：300 円 ＊母子家庭・非課税世帯免除あり
申込方法：9/19（火）10 時から電話（624-3583）にて受付

