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＜活動カレンダー・報告 ＞

（ｵﾌｨｽ「想」ﾈｯﾄﾜｰｸ主宰、ｱｽｸ・ﾋｭｰﾏﾝ・ｹｱ
ﾗｲﾌｽｷﾙ・ｾﾝﾀｰ講師）
2 日：ナイムスニューズ発送作業 （事務所,4 名） 日時：第１日目 12 月 22 日（土）10:00～17:00
第２日目 12 月 23 日（日）10:00～17:00
6 日：法務局に登記書類提出、県庁に事業報告提出
場所：ときわプラザ（フレアとくしま）2F 学習室
9 日：女性協議会総会
（フレア,46 名）
参加：無料、定員：各 20 名
13 日：法務局に書類の手続き（登記完了）
申込み：ナイムス事務所TEL/FAX0883-24-7146
13 日：東京商工リサーチ調査報告
e-mail:kyodo@mail.nims3.com
18 日：日本女性会議金沢の募集送付（事務所,1 名）
◆日本女性会議 2018 金沢
20 日：第１回女性協議会理事会
（フレア,3 名）
ﾃｰﾏ「たたえようこれまでの道 彩ろう未知なる明日」
22 日：フレアキャンパス企画委託事業採択通知
ナイムス・リーダー連絡会・男女共生ネットから９名
23 日：日本女性会議金沢の観光タクシー予約
お申込みがありました。ホテルと観光タクシーの定員
27 日：男女共同参画に向けての全国会議
が９名ですので、６月末で申し込みは締切りました。
（東京国際ﾌｫｰﾗﾑ,1 名） 日時：平成 30 年 10 月 12（金）,13（土）,14（日）
30 日：日本女性会議金沢申込み（9 名）
10/12（金）13:30～ 開会式、基調講演、交流会
10/13（土） 9:30～ 分科会、シンポジウム、閉会式
【7 月】
4 日：四国女性起業家支援ﾈｯﾄﾜｰｸ（ともにﾌﾟﾗｻﾞ,1 名） 10/14（日） 観光（能登半島など）
6 日：男女協調週間パネル搬入
（フレア,2 名） 場所：金沢市内の施設、宿泊地：金沢市内・能登方面
【6 月】

8 日：男女協調週間講演会

（フレア,数名）

12 日：男女協調週間パネル展受付 （フレア,1 名）
13 日：男女協調週間パネル搬出

（フレア,1 名）

22 日：ビアガーデン交流会 （ｼｰｻｲﾄﾞﾋﾞｱﾎｰﾙ,10 名）
＜活動予定＞
◆フレアキャンパス企画委託事業（採択されました）
対人関係の行き詰まりを解決！
～心豊かに生きられる社会をめざして～
人は日々、人との関わりの中で生きており、家庭や
職場、地域での活動の中で、対人関係に悩むことも
多く、時には、それがセクハラパワハラ、ＤＶなど
に繋がることもあります。最近注目されている「Ｕ
理論」（過去を受容し、今の自分に意識を向け、未
来に向けて行動する理論）を活用して自尊感情回復
トレーニングを行い、コミュニケーション力を身に
つけることによって対人関係の行き詰まりを解決し
女性も男性も心豊かにいきいきと輝いて生きること
ができる社会の推進に繋げたいと思います。
第１日目「Ｕ理論」を活用した自尊感情回復トレー
ニング
第２日目 対人関係を改善するアサーティブ・コミ
ュニケーション
講師：中野満知子さん

＜活動報告＞
◆徳島県男女協調週間パネル展
徳島県女性協議会が男女協調週間（7/7～7/13）に活
動パネル展を開催しました。
企画展「賀川豊彦・妻ハル生誕 130 年記念・女性解放
運動の軌跡」
（協力・とくしま社会運動資料センター）
日時：7 月 7 日（土）～13 日（金）
場所：フレア２Ｆ展示ギャラリー、参加者：139 名
パネル展のようす

企画展
「賀川豊彦・妻ハル
生誕 130 年記念・女
性解放運動の軌跡」

◆ビアガーデン交流会

申込：女性と子どもの人権を守るエンゼルランプ

新しくマリンピアにオープンしたシーサイドビアホ
ールで交流会を開催しました。ナイムスの講座を受講
された方も参加し、楽しく交流しました。
日時：7 月 22 日（日）午後 7:00～9:00
場所：マリンピア シーサイド・ビアホール
参加者：10 名
＊山崎泰子さんと泉絵理子さんが新しくナイムスに
ご入会されました。

TEL088-626-9826、FAX088-626-9827
◆基礎から学ぶ男女共同参画講座（フレア委託事業）
第１回 支え合う家庭・地域づくり
「地方創生・美郷の地域活動」
講師：上家博美さん（美郷ほたる館職員）
日時：9 月 1 日（土）13:30～15:30
場所：フレアとくしま２Ｆ学習室
参加：無料、定員：各 30 名

シーサイドビアホ
ールのようす

申込：徳島県男女共同参画リーダー連絡会 岩木
TEL/FAX 088-698-5418 junko-12@galaxy.ocn.ne.jp

２時間食べ放題飲
み放題で 3600 円
円

＜レポート＞
◆平成３０年度男女共同参画社会づくりに向けての
全国会議
内閣府男女共同参画局では、男女協調週間に毎年標記
の全国大会を開催しています。今年は、東京オリンピ

海をバックにして記

ックに向けて、スポーツを通じた女性の活躍や直面す

念撮影

る課題についてディスカッションがありました。

室内は暑かったです

日時：平成 30 年 6 月 27 日（水）

が、海の眺めがよか

場所：東京国際フォーラム

ったです。

プログラム：
基調講演 野田聖子女性活躍担当大臣
取組事例 ①社会福祉法人シンフォニー

◆第 39 回女性協議会総会
ナイムスは女性協議会の会員です。瀬尾理事長が会長
を務めています。飯泉知事、板東環境部長などのご隣

②津軽海峡マグロ女子会、③菜桜助産所
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「スポーツを通じた女性の活躍」

席をいただき、第 39 回総会が開催されました。

会場の東京国際フ

日時：6 月 9 日（土）10:00～12:00

ォーラムは有楽町

場所：フレア学習室、参加者：46 名

駅すぐそばにあ
り、快適な空間で

飯泉知事のご
挨拶

した。

徳島文理大学名誉
教授の阿部頼孝さ
んが功労者内閣総

＜お知らせ＞
◆エンゼルランプの法律カフェ（フレア委託事業）
講師：上地大三郎弁護士
内容：第１回 知っておきたい離婚の知識
9 月 1 日（土）10:30～12:00
第２回 離婚にまつわる子どもの問題
10 月 17 日（水）10:30～12:00
第３回 知って得する賢い相続
12 月 1 日（土）10:30～12:00

理大臣表彰を受賞
しました。
◆女性起業家等支援ネットワーク構築事業
「支援機関連絡会議及びサポーター研修 in 徳島」
女性起業家の創業支援について学びました。
日時：平成３０年 7 月 4 日（水）10:00～12:00
場所：トモニプラザ、参加者：約 20 名
NIMS の組織（H30 7 月 25 日現在）
会員数 37 名（会員 29 名、賛助会員 8 名）

