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＜活動カレンダー・報告 ＞

を感じたり、人間関係に支障を来すことがあります。
自分も相手も尊重するアサーティブ・コミュニケーシ
4 日：ナイムスニューズ発送作業
（事務所,3 名） ョンを活用して「怒りの対処法」を学び、心地よい人
間関係を築いて、自信を持って生きられる力を身につ
7 日：フレア委託事業採択通知
ける講座です。
8 日：男女協調週間・パネル展示受付（フレア,1 名）
講師：中野満知子さん（オフィス「想」ﾈｯﾄﾜｰｸ主宰）
9 日：男女協調週間記念講演会 講師 秋川リサ
日時：12 月 23 日（土）13:00～17:00（4 時間）
（フレア,8 名）
12 月 24 日（日）10:00～17:00（6 時間）
9 日：CF 講座体験記編集会議
（フレア,8 名） 場所：フレアとくしま 2F 学習室
9 日：中野先生を囲む食事会
（ﾆｭｰ白馬,6 名） 参加費：無料
18 日：人権委託事業プレゼン資料作成
お申込み：ナイムス事務所 TEL/FAX 0883-24-7146
e-mail kyodo@mail.nims3.com
24 日：日本女性会議 2017 苫小牧 航空券購入
【7 月】

【8 月】
1 日：高齢社会をよくする女性の会チケット購入
18 日：人権委託事業プレゼン

（あいぽーと,2 名）

18 日：高齢社会をよくする女性の会チケット購入

◆みんなが主役の人権啓発事業
自尊感情回復トレーニング
～明るい未来を自分のものに～

22 日：日本女性会議 2017 苫小牧 大会本部支払

自分に自信が持てない人、自己嫌悪に陥っている人、

24 日：平成 29 年度法人に関する実態調査

夢を描けない人、いませんか？自分を振り返り、自分

27 日：ビアガーデン交流会
【9 月】

（クレメント,7 名） を大切に思う気持ちを持つことによって、自己肯定感
を持つことができ、元気になるトレーニングです。

2～3 日：高齢社会をよくする女性の会・全国大会

講師：中野満知子さん（オフィス「想」ﾈｯﾄﾜｰｸ主宰）

内容：自尊感情回復トレーニングⅡ
（セルフアセスメント）のプログラムを行います。
7 日：男女共同参画会議
（県庁 10F,1 名）
日時：平成 30 年 2 月 4 日（日）10:00～17:00
21 日：DV 被害者支援ﾈｯﾄﾜｰｸ研修会（県合庁,数名）
場所：徳島県立総合福祉センター101 会議室
参加費：無料
＜活動予定＞
お申込み：ナイムス事務所 TEL/FAX0883-24-7146
◆第 13 回 NPO・ボランティアフェア ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ
e-mail kyodo@mail.nims3.com
NPO・ボランティアフェアで、ナイムスの活動を紹介
し、フリーマーケットを出店します。不要品のご提供 ◆日本女性会議 2017 とまこまい
をよろしくお願いします。演奏やパフォーマンス、模 テーマ「北の大地で語ろう これからの未来の一歩を」
擬店もあり、楽しいイベントです。
日時：平成 29 年 10 月 13（金）,14（土）,15（日）
日時：11 月 5 日（日）10:00～15:00
10/13（金）13:30～ 開会式、基調講演、交流会
場所：新町川水際公園（新町川北岸の両国橋側の公園）
10/14（土） 9:30～ 分科会、シンポジウム、閉会式
不要品をお持ちいただける方は、
10/15（日） 観光（苫小牧市、支笏湖、札幌市など）
瀬尾 090-2892-6463、元木 090-4502-7049 までご連絡
場所：苫小牧市民会館など
ください。当日のご持参いただいても OK です。
（アスティとくしま,14 名)

＊３団体から８名の方が参加します。

◆フレアキャンパス企画委託事業

＜お知らせ＞

「怒りの対処法」

◆NPO・ボランティアポスター展

～アサーティブ・コミュニケーションを活かして～

ナイムスのパネルを展示をしています。

日々の生活で、「怒り」や「憤り」が原因でストレス

常設展示：沖洲マリンターミナル

巡回展示：
9/26～10/5 貞光ゆうゆう館

フレア作業室での編

10/11～10/25 県庁１F

集会議のようす

11/7～11/21 トレビ（小松島商工会議所内）

中野先生から体験記

12/1～12/8

の構想についてお話

徳島市シビックセンター

がありました。

12/19～12/28 キョーエイ鳴門駅前店
◆フレアキャンパス企画委託事業
基礎から学ぶ男女共同参画トークセッション

◆中野満知子さんを囲む食事会

第 2 回安心・安全に暮らせる環境づくり 10/7（土）
第 3 回互いに支え合う家庭・地域づくり

日時：7 月 9 日（日）18:00～20:00
12/16（土） 場所：ニュー白馬、参加者：6 名

県男女共同参画基本計画（第３次）の３本柱をテーマ

松島さんが大手術を

に講演とトークセッションを行います。

経て、久しぶりに元

日時：第 2 回 10/7（土）13:00～16:00

気な顔を見せてくれ

講師：高山直子さん、ゲスト：四国大学学生

ました。

第 3 回 12/16（土）13:00～16:00
講師：瀬尾規子さん、ゲスト：四国大学学生
場所：フレアとくしま 2F 研修室・学習室
お申込み：男女共同参画リーダー連絡会
岩木 TEL/FAX 088-698-5418
◆フレアキャンパス講座
“好き”からはじめる働き方
～起業のヒント・とっておきの体験談～
第２回：10/7（土）13:30～15:00
三澤澄江さん（（株）柚りっ子社長）
第３回：10/15（日）13:30～15:00
田浦智美さん（キャリアコンサルタント）

◆ビアガーデン交流会
歓談しながら交流を深めました。
日時：8 月 27 日（日）18:00～20:00
場所：徳島クレメント 6F、参加者：7 名
三澤さんが、ゆずシ
ロップで、美味しい
かき氷を作ってくれ
ました。阿波踊りブ
ースで好評だったそ
うです。

＜活動報告＞
◆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
しました。ナイムスは 7/8 に受付を担当しました。
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、参加者：120 名

◆第 36 回「高齢社会をよくする女性の会」全国大会
全国から約 2700 人が参加し、高齢社会の関わる様々
な問題について学びました。これからは人生 100 歳時
代！女性パワー満開でした。
日時：9 月 2 日（土）～3 日（日）

展示ギャラリーの

場所：アスティとくしま

ようす

四国大学の協力を得

受付：女性協議会

て、男女共同参画の分

事務局 岡川さん

科会もありました。学
生がしっかりした 将

◆コミュニケーション・ファシリテーター養成講座等

来展望を持って発表
していました。

体験記編集会議
倉敷の講座を終えて参加していただいた中野満知子
さんを交えて、体験記の構想を話し合いました。
日時：7 月 9 日（日）15:30～17:00
場所：フレアとくしま作業室、参加者：8 名

NIMS の組織（H29 9 月 20 日現在）
会員数 38 名（会員 28 名、賛助会員 10 名）

