図書コーナーに新しい本が入ります！
女子少年院の少女たち 「普通」に生きることがわからなかった

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）

中村すえ子（著）／さくら舎／2020

存在しない女たち 男性優位の世界にひそむ見せかけのファクトを暴く
キャロライン・クリアド＝ペレス（著）／河出書房新社／2020

それはデートでもトキメキでもセックスでもない

〒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

「ないこと」にされてきた「顔見知りによる強姦」の実態

ロビン・ワーショウ（著）／イースト・プレス／2020

メイドの手帖
最低賃金でトイレを清掃し｢書くこと｣で自らを救ったシングルマザーの物語

ステファニー・ランド（著）／双葉社／2020

だいじ だいじ どーこだ？ はじめての「からだ」と「性」のえほん

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。

2021 年 9 月

№

遠見才希子（文）
・川原瑞丸（絵）／大泉書店／2021

こどもジェンダー

92

シオリーヌ（大貫詩織）
（著）／ワニブックス／2021

大黒柱妻の日常 共働きワンオペ妻が､夫と役割交替してみたら?
田房永子（著）／エムディエヌコーポレーション／2021

学 ぶ

ヤングケアラー わたしの語り 子どもや若者が経験した家族のケア･介護
澁谷智子（編）／生活書院／2020

学習・研修の機会の場

子どもを守る言葉「同意」って何？ YES､NO は自分が決める！
レイチェル・ブライアン（著）／集英社／2020

出会う・力をつける

女たちの情熱政治 女性参政権獲得から 70 年の荒野に立つ
東京新聞・北陸中日新聞取材班（編）／明石書店／2016

活動促進・交流の場

あっ！そうなんだ！わたしのからだ 幼児に語る性と生
中野久恵・星野恵（編）
・勝部真規子（絵）／エイデル研究所／2021

その子の｢普通｣は普通じゃない 貧困の連鎖を断ち切るために
富井真紀（著）／ポプラ社／2019

災害からの命の守り方 －私が避難できたわけ－
森松明希子（著）／文芸社／2021

女の子はどう生きるか 教えて、上野先生！
上野千鶴子（著）／岩波書店／2021

（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

考え究める

● 女性相談

ステファニー・スタール（著）／イースト・プレス／2020

相談受付電話

3 万人の大学生が学んだ 恋愛で一番大切な“性”のはなし

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。

女たちのポリティクス 台頭する世界の女性政治家たち
ブレイディみかこ（著）／幻冬舎／2021

生きるって、なに？
特集 女性運動とバックラッシュ

石川優実（責任編集）／エトセトラブックス／2020

フェミニズムはみんなのもの 情熱の政治学
ベル・フックス（著）／エトセトラブックス／2020

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、メール相談も受け付けます（ホームページの相談フォームから）
● 相談は無料です。秘密はかたく守ります。

知 る
情報提供・収集場所

相 談 開 設 時 間

たかのてるこ（文：写真）／テルブックス／2018

エトセトラ VOL.4

女性相談

http://mjc.sankaku-npo.jp

読書する女たち フェミニズムの名著は私の人生をどう変えたか

村瀬幸浩（著）／KADOKAWA／2020

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。

ホームページ
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● イベント情報

参加
無料

もりおか女性センター

フェスティバル 2021 映画会
もりおか展終了報告（袖上さん）

毎年秋恒例のフェスティバルを開催します。今年度は、女性の
エンパワーメント、セクシュアル・マイノリティ、子育てをテーマ
とした映画上映会を行います。映画を通して、SDGｓ目標の５「ジ
ェンダー平等実現」に向けた課題について考えてみませんか？
今年度は、会場上映とオンライン上映があります。
ご参加お待ちしております！
『マイ・ブックショップ』
（2017 年／イギリス、スペイン、ドイツ）

● 事業のご案内
託児付

■ 防災オンライン連続学習会 第６回

要申込

「日常からの問題解決＝災害時の問題解決

あなたの防災ワンアクションで地域をチェンジ！」

■開催日：10 月 8 日（金）、9 日（土）
■会

場：おでってホール（プラザおでって 3 階）

■定

員：会場・ｵﾝﾗｲﾝ ともに各作品 50 人

『ジェンダー・マリアージュ
～全米を揺るがした同性婚裁判～』

1959 年のイギリス、海辺の小さな町。
戦争で夫を亡くしたフローレンスは、書店が
1 軒もなかった町に夫との夢だった書店を開
こうとする。保守的な町でそれを快く思わな
い町の有力者ガマート婦人の嫌がらせに遭
いながらも何とか開店にこぎつける。書店は
物珍しさで多くの住民が詰めかける。だが、
ガマート婦人の画策により、次第に経営が立
ち行かなくなっていく。フローレンスの味方
は 40 年以上も自宅に引きこもっている読書
好きの老紳士ブランディッシュ氏だけ…
© 2017 Green Films AIE, Diagonal Televisio
SLU, A Contracorriente Films SL, Zephyr
Films The Bookshop Ltd.

(c) 2014 Day in Court, LLC

Zoom

（2013 年／アメリカ）

2008 年 11 月、カリフォル
ニア州で結婚を男女間に限
定する州憲法修正案「提案 8
号」が通過し、一度は合法と
された同性婚が再び禁止さ
れることになった。人権侵害
であるとして州を提訴した
のが２組の同性カップル。愛
とは、家族とは、人権とは…。
彼らのかつてない闘いを 5
年以上に渡って撮影し続け
た感動のドキュメンタリー。

日 時：9/25(土) 10:30～12:00
対象・定員：テーマに関心のある方・30 人・先着順
参加費：無料
申し込み：ホームページの申込みフォームにて受付中！

■ 就労支援・スキルアップ講座「エクセル集中講座」
エクセルの基礎や関数など、仕事で役立つスキルを習得する講座
です。各回、前半はソフト自主学習、後半は講義。
日 時：10/18（月）～10/29（金）※月･水･金 10：30～12：00
会 場：女性センター 生活アトリエ
対象・定員：就労を目指している女性、スキルアップを目指している就労
中の女性（基本的なパソコン操作ができる方）・10 人
受講料：無料
申し込み：ホームページの申込みフォーム、または「受講申込書」に必
要事項を記入し、メール・FAX・郵送で女性センターまで。
「受講申込書」はチラシ裏面またはホーム
ページからダウンロード。選考にて決定。
申込期間：9/6（月）12：00～9/17（金）16：00
託 児：有料（6 カ月から未就学児 1 人 1 回 500 円）
要事前申込み 各回 3 人

＼申込みフォーム／

市民団体支援事業

男女共同参画社会実現に向け、活動している
市民団体と女性センターが連携･協働します！

団体名：子育て支援プロジェクト カタリ Bar

ワークショップ「家族 to SDGs」(仮)

《上映スケジュール》

『ママをやめてもいいですか !?』
（2020 年／日本）

大丈夫、あなたはひとり
じゃない！
人知れず子育てに悩み、
つまずき、それでも子ど
もを愛し、前を向くママ
とその家族の歩みを、涙
と笑いを交えながら綴っ
た物語。
この映画は、
「ある家庭の
物語」ではなく、育児に
奮闘する「あなた」に贈
るドキュメンタリー。

■申込方法：必ず事前にお申し込みください！
9/8（水）12：00～
ホームページの申込フォームまたは
電話(019-604-3303)より
先着順に受付

■会場上映会（3 作品）
10/8（金）

10/9（土）

10：00～

『マイ・ブックショップ』 （112 分）

13：30～

『ジェンダー・マリアージュ』 （112 分）

10：30～

『ママをやめてもいいですか!?』 （92 分）

13：30～

『マイ・ブックショップ』 （112 分）

■オンライン上映会（2 作品）
10/8（金）

『ジェンダー・マリアージュ』 （112 分）

18：30～

※岩手・青森・秋田・宮城県内在住の方限定（配給会社上映条件のため）
※Zoom 配信。お申込みいただいた方に、URL をお知らせします。

10/8（金）～

『ママをやめてもいいですか!?』 （92 分）

順次配信

※動画サイト vimeo の登録が必要
※お申込み頂いた方に視聴コードをお知らせします。
コード入力後、10/8～10/13 の間、72 時間視聴可

日
講

時：11/3(水・祝) 13：00～16：00
師：中川 礼子さん（CHEERFUL HUMAN 代表）

団体名：いわてアサーティブの会

「アサーティブコミュニケーション講座」
日
講

時：11/7(日) 13：30～15：00
師：道岡 美和子さん（臨床心理士､岩手県スクールカウンセラー）

団体名：新日本婦人の会 盛岡支部

講演会「どう伝える？親から子へ
からだのこと、いのちのこと」
団体名：いわてアサーティブの会
日 時：11/20(土) 14：00～16：00
講講演会「アサーティブコミュニケーション講座」(仮)
師：多田 まゆみさん（ハッピーバース研究会）
日団体名：もりおか女性の会
時：11/7(日) 13：30～15：00
講 師：道岡 美和子さん（臨床心理士､岩手県スクールカウンセラー）

講演会「コロナ禍での盛岡の女性」（仮）

日

時：令和 4 年 1 月予定

※新型コロナウイルスの感染状況によっては、延期またはオンラインのみになる場合があります。
申込 QR コード

※詳しくは、チラシやホームページをご覧ください。
※新型コロナウイルスの感染状況により、内容が変更になる場合があります。

