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＜活動カレンダー・報告 ＞
【3 月】
26 日：ナイムスニューズ発送作業

（事務所,4 名)

29 日：吉野川市税務課に減免申請提出(市役所,1 名)
【4 月】
16 日：「みんなが健康とくしま」報告書提出
21 日：川島町「こだま会館」で講演（川島町,1 名）
23 日：フレアシネマ劇場受付

（フレア,3 名）

22～25 日：総会資料作成

日時：7 月 2 日（土）or7 月 9 日（土）18:00～
場所：ホテルクレメント 6F 屋上ビアガーデン
参加費：4000 円（日時が決まりましたらご案内します）
申込み：ナイムス事務所（TEL/FAX0883-24-7146）
e-mail:kyodo@mail.nims3.com

◆日本女性会議 2016 秋田（申し込みは別紙）
テーマ「みつめて

みとめて

あなたと私～多様性

（ダイバーシティ）とは？」

日時：平成 28 年 10 月 28（金）,29（土）,30（日）
日程：
9 日：総会資料作り
（事務所,4 名） ○10/28（金）
15 日：通常総会
（市民活力開発ｾﾝﾀｰ,13 名）
（バス）徳島駅 6:55→松茂 7:10→伊丹空港 10:05
15 日：懇親会
（鳥兄弟,10 名）
（JAL）伊丹空港 11:10→秋田空港 12:30
秋田空港 12:45→秋田駅 13:20
17 日：「ゆめバンクとくしま」助成金申請提出
アトラクション 13:30～、基調講演 14:10～
19 日：参画会議
（県庁,1 名）
交流会 17:30～
19 日：県環境政策課へ事業報告提出（県庁,1 名）
○10/29（土）
28 日：女性協議会総会
（フレア,52 名）
分科会 9:30～、シンポジウム、閉会式
29 日：フレア 100 講座委託事業提案書提出
○10/30（日）
29 日：ごみゼロキャンペーン in 小松海岸
観光
秋田駅 17:15→秋田空港 18:45→伊丹空港 20:10
＜活動予定＞
伊丹空港 21:05→松茂 23:45→徳島駅 24:00
◆講師派遣
参加費：6 万円程度（参加費 3500、弁当 1000 円、交
東かがわ市人権課から講演依頼がありましたので 流会 5000、JAL 往復 3 万円程度、海部観光 5600、ｼﾞｬ
ﾝﾎﾞﾀｸｼｰ貸切 1 万円程度、通信費、諸経費）
「女性の人権が守られる安心で安全な社会をめざし
て」～第４男女共同参画基本計画から～という演題 申込み：別紙でお申込みください。
締切：6 月 30 日（JAL 早割を予約しますのでキャンセ
で DV 被害者支援や防災などについて講演します。
ルされた場合は実費をいただきます。）
日時：6 月 28 日（火）18:00～19:30
【5 月】

場所：東かがわ市、講師：瀬尾
◆フレアとくしま 100 講座企画委託事業（予定）
アサーティブ・コミュニケーション講座＜実践編＞
の提案書を提出しました。11 月に開催する予定です
が、会場の都合で変更する場合もあります。
講師：中野満知子さん
日時：平成 28 年 11 月 26,27 日（予定）
場所：フレアとくしま
◆ビアガーデン交流会
ビアガーデン交流会で暑さを吹き飛ばし、親睦を深
めましょう。

＜活動報告＞
◆平成 28 年度通常総会＆懇親会
平成 28 年度通常総会を開催し、正会員総数 28 名のう
ち 10 名の出席者と 18 名の委任状により、平成 27 年
度事業報告・活動計算書、役員改選、平成 28 年度事
業計画・活動予算書はすべて承認されました。総会の
あと、ナイムス 10 周年記念ケアンズ研修旅行報告が
ありました。
日時：5 月 14 日（土）午後 3 時～5 時
場所：徳島市市民活力開発センター
参加者：総会 13 名（賛助会員を含む）、懇親会 10 名

◆徳島県女性協議会第 36 回総会
総会の審議のよう

県知事始め、県民環境部長・次長、フレア所長、男女

す（市民活力開発

参画・人権課長に来賓としてご隣席いただきました。

センター会議室）

ご参加・ご協力ありがとうございました。
日時：5 月 28 日（土）10:30～11:30
場所：フレアとくしま研修室、参加者：52 名
＜お知らせ＞
◆徳島県女性保護協議会総会・講演会
「こどもの生きる力を育てるために！」
講師：山崎健二さん（徳島児童ホーム園長）

総会後の記念

日時：6 月 9 日（木）13:30～15:00

撮影

場所：阿波観光ホテル５Ｆ
主催：徳島県女性保護協議会
申込み：徳島県女性保護協議会（徳島県中央こども
女性相談センター内（TEL088-652-5503）

◆講師派遣

◆新社会党徳島県本部結党 20 年記念講演会

地域の隣保館の指導的立場の人たちを対象に男女共

「目の上のたんこぶになる」

同参画についてお話をさせていただきました。

講師：辛淑玉さん

演題：男女共同参画社会について

日時：6 月 11 日（土）14:00～16:00

日時：4 月 21 日（水）15:00～16:00

場所：ホテル千秋閣、参加費：1000 円

場所：吉野川市川島町隣保館「こだま会館」

主催・問合せ：新社会党徳島県本部 TEL088-663-6557

講師：瀬尾規子、参加者：約 20 名

高開さん c.takagai@nifty.ne.jp
◆男女協調週間講演会
「日本ってどんなとこ？～文学からｼﾞｪﾝﾀﾞｰまで～」
講師：ロバート・キャンベルさん（東京大学大学院総
合文化研究科教授、ＴＶ出演多数）
日時：7 月 9 日（土）13:30～15:00
場所：ときわホール（定員 142 名）
主催・申込み：徳島県立男女共同参画交流センター

◆フレアシネマ劇場で受付と熊本地震募金

TEL 088-655-3911 FAX 088-626-6189

女性協議会共催事業のフレアシネマ劇場の受付を担
当し、入口で熊本地震の募金を呼びかけました。

◆事務局から

上映映画「ロッタちゃんのはじめてのおつかい」

H28 年度会費（個人 3000 円,団体 5000 円）のお振

と啓発ビデオ

込みをよろしくお願いいたします。

日時：4 月 23 日（土）13:30～15:00

郵便振替口座：01620-6-74496

場所：ときわホール、受付：3 名

口座名：NPO 法人協働プランニング NIMS
会員の皆様からの情報をお待ちしています。

今年度から中野満知子さんの講座を受講してい
ただいた方など 5 名の方にご入会いただきました。
どうぞよろしくお願いします。
正会員：秋本明美様、岡崎博子様、森ミツル様
賛助会員：由井弘子様、清水はるみ様
NIMS の組織（H28 5 月 31 日現在）
会員数 40 名（会員 29 名、賛助会員 11 名）

