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＜活動カレンダー・報告 ＞

します。さらなる講座の普及と発展を目指します。受

【5 月】

講された皆様、ご協力よろしくお願いします。

24 日：ナイムスニューズ発送作業 （事務所,4 名)

男女協調週間の記念講演会「これからの男女共同参

24 日：NPO 法人事業報告を県環境政策課に提出

画」
（ときわプラザ、13:30～15:00、講師：秋川リサ）

27 日：ごみゼロキャンペーン

のあと中野満知子さんを交えて開催します。

（小松海岸,1 名）

29 日：フレアキャンパス企画委託事業提案書提出

参加できる方はご連絡ください。

【6 月】

＊編集長については改めて編集会議で決定します。

1 日：県婦人団体連合会総会参加（アスティ,1 名）

日時：7 月 9 日（日）15:30～17:00

3 日：女性協議会総会

場所：フレア１F 作業室（15:00 から予約しています）

（フレア,3 名）

10 日：阿南市女性協議会総会参加(ひまわり会館,1 名)
11 日：みんなが主役の人権啓発事業提案書提出

申込み：ナイムス事務所TEL/FAX0883-24-7146
e-mail:kyodo@mail.nims3.com

13 日：東京商工リサーチに企業情報調査表提出
22 日：女性協議会第２回理事会

（フレア,2 名）

◆中野満知子さんを囲むお食事会

22 日：フレア運営委員会

（フレア,1 名）

倉敷での活動を終えて、徳島にお越しになります。
お気軽にご参加ください。
日時：7 月 9 日（日）18:00～20:00
場所：ニュー白馬（徳島市一番町）088-623-2251
参加費：1000～1500 円程度
申込み：ナイムス事務所TEL/FAX0883-24-7146

25 日：NPO ボランティアポスター展データー提出
28 日：NIMS 講座体験記編集会議案内発送
【7 月】
1 日：活動パネル作成

（事務所,1 名)

4 日：高齢社会をよくする女性の会全国大会第２回
実行委員会

（徳銀本店,1 名）
＜活動予定＞

◆男女協調週間活動パネル展
女性協議会主催の男女協調週間活動パネル展に参加
します。会員の活動も紹介できますので、パネル展示
をご希望の方はご連絡ください。
期間：7 月 8 日（土）～13 日（木）10:00～16:00
場所：フレア２F 展示ギャラリー
ナイムス受付担当：7 月 8 日（土）13:00～16:00
＊特別企画展「輝いた阿波の女性たち」を開催します。
昨年出版された「輝いた阿波の女性たち」の活動を紹
介するパネル展示をします。徳島県における女性の地
位向上を目指す活動の歴史を学ぶことができます。
ふるってご参加ください。
（協力：とくしま社会運動資料センター）

e-mail:kyodo@mail.nims3.com
◆ビアガーデン交流会
8 月頃に予定しています。予定が決まりましたら、ご
案内いたします。
◆みんなが主役の人権啓発事業提案
自尊感情回復トレーニング
～明るい未来を自分のものに～
6 月に標記の事業提案を男女参画・人権課に提出しま
した。7 月 20 日のプレゼンを経て、採択が決定される
予定です。採択されましたら、ご案内いたします。
講師：中野満知子さん
内容：「自尊感情回復トレーニング」のテキストを使
って講義とワークを行います。
日時：1 月 14 日 or21 日 10:00～17:00
場所：徳島県立総合福祉センター（予定）

◆コミュニケーション・ファシリテーター養成講座等
体験記編集会議

◆日本女性会議 2017 とまこまい

ナイムス講座の受講者の皆さんに「私はこう変わっ

テーマ「北の大地で語ろう

た」「私はこんな風に生きられるようになった」など

6 月に大会申込みが始まりました。募集案内をお送り
しますので、分科会などのご希望をお書きいただき、
7 月 30 日までにお申し込みください。

の思いをお寄せいただき、体験記を本にまとめて出版

これからの未来の一歩を」

日時：平成 29 年 10 月 13（金）,14（土）,15（日）
10/13（金）13:30～ 開会式、基調講演、交流会
10/14（土） 9:30～ 分科会、シンポジウム、閉会式
10/15（日） 観光（苫小牧市、支笏湖、札幌市など）
場所：苫小牧市内の施設
費用概算：約 10 万円（フライト＆ホテル 2 泊：７万
円、大会参加費・交流会・弁当：1 万円、高速バス・
ジャンボタクシー貸切など：1 万 5 千円、手数料・諸
経費・その他 5 千円）
申込み：ナイムス事務所TEL/FAX0883-24-7146

で開催されます。参加ご希望の方は分科会をご記入い
ただき、お申込みください。
（締切 7 月 20 日）
日時：平成 29 年 9 月 2 日（土）～3 日（日）
場所：アスティとくしま
内容：9/2(土)開会行事、講演、分科会、懇親会
9/3(日)ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ、基調講演（うつみ宮土理）
研修参加費：2000 円,懇親会：6000 円,定員：2500 人
主催：NPO 法人高齢社会をよくする女性の会
第 36 回全国大会とくしま実行委員会

e-mail:kyodo@mail.nims3.com

問合せ：徳島県婦人団体連合会事務局内
TEL088-622-9639、FAX088-622-9667

＜お知らせ＞
◆男女協調週間講演会「これからの男女共同参画～介

＜活動報告＞

護と仕事の両立から考える男女共同参画社会～」
講師：秋川リサ（女優・モデル、自身の経験から「見

◆徳島県女性協議会第 37 回総会

守る介護～自分を責めずに頑張りすぎない介護」を推

徳島県女性協議会総会が開催され、NPO 法人ナイムス

奨しています）

の瀬尾理事長が会長に就任しました。任期は 2 年間で

日時：7 月 9 日（日）13:30～15:00

す。今後ともご協力よろしくお願いいたします。

場所：ときわホール、受講：無料、定員：142 名

日時：6 月 3 日（土）10:30～12:00

申込み：フレア TEL088-655-3911,FAX088-626-6189

場所：フレアとくしま 2F 学習室、参加者：42 名
＊ナイムスは団体会員になっています。

◆NPO・ボランティアポスター展
常設展示：沖洲マリンターミナル

総会のようす

巡回展示：

会長挨拶（瀬尾）

8/6～8/20

徳島空港

8/29～9/15 よんでんエネルギープラザ阿南
9/26～10/5 貞光ゆうゆう館
10/11～10/25 県庁１F
11/7～11/21 トレビ（小松島商工会議所内）
12/1～12/8

徳島市シビックセンター

12/19～12/28 キョーエイ鳴門駅前店

ご来賓の皆様
飯泉知事

ナイムスの
ポ ス タ ー
2017 年度版
お近くの展
示会場でご
覧ください。

田尾県民環境部長
鎌倉

同次長

川村フレア所長
正木男女参画・人権
課長
◆ごみゼロキャンペーン
女性協議会の活動として
参加しました。
日時：7 月 9 日（日）13:30
～15:00
場所：小松海岸（川内町）、
主催：ふじやグループ

◆第 36 回「高齢社会をよくする女性の会」全国大会
NPO 法人高齢社会をよくする女性の会や県婦人団体連
合会などの主催により、標記の全国大会が 9 月に徳島

NIMS の組織（H29 7 月 1 日現在）
会員数 38 名（会員 28 名、賛助会員 10 名）

