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＜活動カレンダー＞

◆ナイムス HP アクセス３０００回祝賀会＆新年会

【10 月】

日時：２月４日（土） 午後６時〜午後８時

１日 ：ナイムスニューズ第４号送付作業

場所：お好み焼き「ニュー白馬」088-623-2251

（4 名 事務所）

（徳島市一番町１丁目

四国電力そば）

７,８日：日本女性会議 2005 ふくい参加（5 名）

参加費：２000 円程度

13 日：徳島県議会へ女性協議会などと連携して抗議

申し込み：事務所まで（TEL/FAX0883-24-7146）

の署名を送る（533 名）
18 日：男女共同参画講座でマレーシア視察研修旅行
の広報活動（東急イン）

◆FMCC（コミュニケーションサークル）第５回
日時：３月予定
場所：はばたき、参加費：500 円

注目！

23 日：徳島新聞にマレーシア視察研修旅行の記事
29,30 日：NPO ブラッシュアップセミナー（３名）

◆ナイムス特別講演会

【11 月】

「いきいき生きる高齢社会」

３日：歴史探訪の旅Ⅱの準備（２名 事務所）

〜男女共同参画の視点から〜

５,６日：NPO ブラッシュアップセミナー（３名）

（H17 年度協働事業推進補助金とくしまパートナ

８日：歴史探訪の旅Ⅱ（正倉院展と斑鳩）（10 名）
10,11 日：第５回とくしま NPO フォーラム
（交流会に司会派遣）

ーシップ推進事業）
看護師として日本のみならず世界各国で医療活動に
従事し、高齢化社会における福祉・医療問題や事業

18 日：第 2 回理事の会（事務所）

に積極的に取り組んでいる人気講師・ホルム麻植佳

19 日：ナイムス出前講座 in 上勝町（２名）

子さんをお招きします。21 世紀の高齢社会について

26 日：第１回実践講座 パソコン講座

男女共同参画の視点からご講演をいただきます。

（３名 内町公民館）
26 日：第４回 FMCC（７名 内町公民館）

ナイムスのビッグイベントです。お友達やお知り合
いの方などお誘いいただき、多数ご参加ください。

【12 月】

日時：２月 26（日）午後 2 時〜３時 30 分

12 日：鳥インフルエンザの流行により、

場所：徳島東急イン６F うずしおの間

マレーシア視察研修旅行の延期を決定
17 日：第 2 回実践講座 パソコン講座
（５名 内町公民館）
17 日：第 3 回理事の会（喫茶店 駿河屋）

定員：100 名程度
参加費：無料、チラシ別紙
◆ナイムス歴史探訪の旅Ⅲ（予告）
好評のナイムス歴史探訪の旅Ⅲを３月に予定してい
ます。暖かい春の一日、ご一緒に歴史探訪を楽しみ

＜活動予定＞
◆第３回ナイムス実践講座（パソコン講座）
〜あっと驚くプレゼンテーションをしよう〜
本では習得できないウラ技を学べる秘伝のパソコ
ン実践講座です。
日時：２月４日（土）午後３時 30〜５時
場所：内町公民館 和室
講師：瀬尾哲英氏（徳島産業振興機構登録専門家）
内容：パワーポイントを使って、かっこよくプレ
ゼンテーションしませんか？
参加費：一般 1500 円、会員 1000 円

ませんか？詳細は追ってお知らせします。
実施時期：３月中旬〜下旬
訪問地：京都 or 奈良方面
参加費：１万円程度（貸切バスの快適ツアー）
◆マレーシア視察研修旅行（延期、再度募集予定）
鳥インフルエンザの流行でマレーシア視察研修旅
行の実施は延期します。春に再度募集致しますので
ふるってお申し込みください。

＜NIMS からのお知らせ＞
◆日本 NPO センターHP に登録されました！
http://www.jnpoc.ne.jp/ をご覧ください。

会員紹介をホームページに掲載ご希望の方は事
務局までお知らせください。自己 PR にどうぞ。
◆H17 年会費のお支払いをよろしくお願いします。
再度振り込み用紙をお送り致しますので、お手数
ですがご入金をよろしくお願い致します。

＜情報＞
◆1 月はばたき講座
ヌエック（国立女性教育会館）でワークショッ
プを行った２団体（ナイムス支援）が報告します。
その後、アスティとくしまに H18 11 月にオープ
ンする男女共同参画推進拠点の活用についてワーク
ショップがあります。アンケートを同封しましたの
で、やってみたい自主企画などがありましたら FAX
で事務局までお送りください。
日時：１月 14 日（土）午後 1 時 30 分〜3 時
場所：はばたき
報告団体：女性農業経営者ネットワーク You・Me
ネット、H12 海外派遣団 リーケタック

春日荷茶屋︵万葉粥

を食べました︶

◆ナイムスホームページの会員紹介募集中！

◆FMCC（コミュニケーションサークル）第４回
日時：11 月 26 日（土）午後 3：30〜5：00
場所：内町公民館
内容：プレゼンテーション（２分で自分を語ろう）
参加者：７名
◆ナイムス出前講座 in 上勝町
樫原の棚田での収穫祭に参加した後、上勝環境デ
ザイン研究所の第 17 回セミナーとして、男女共同
参画講座を実施しました。
日時：11 月 12（土）午後 3：30〜5：00
場所：上勝町樫原の棚田、竹中ハウス
演題：男女共同参画について（私らしく、あなた
らしく生きるために）
講師：瀬尾、元木、参加者：約 30 名
竹中ハウスでの

講座の様子

＜活動報告＞
◆日本女性会議 2005 ふくい＆NIMS のおいしい旅
ナイムス国内研修事業として、日本女性会議 2005
ふくいに参加しました。既存団体に所属していない
方にも参加していただけるのがナイムス事業の特徴
です。講演や分科会のほか、オリジナルの観光も楽
しみました。詳しい報告は HP をご覧ください。
日時：10 月７,８日（木,金）
場所：福井市フェニックスプラザほか
内容：講演会、分科会、交流会などに参加
参加者：５名（ナイムス４名、一般１名）

棚田収穫祭（棚田オーナー
・地域の人たち・県内外の
大学生などが多数参加）

◆ナイムス実践講座 すぐ役立つパソコン講座
オリジナルの年賀状作りや会報作りにチャレンジ
し、ワードのウラ技も習得して、好評でした。
日時：11 月 26 日（土）
、12 月 17 日（土）

シンポジウム

午後 1 時 30 分〜３時 30 分
場所：内町公民館 会議室、和室
フェニックスプラザ

講師：瀬尾哲英氏（徳島産業振興機構登録専門家）
参加者：11/26

分科会（環境）

3 名、12/17

５名

◆事務局から
・会員の皆様からの情報をお待ちしています。

正倉院展と法隆寺拝観を楽しみました。

NIMS の組織（H16 12 月 15 日現在）
会員：41 名、団体：2 団体、賛助会員：16 名

日時：11 月８日（火） 午前６時半〜午後８時

寄付：８

◆歴史探訪の旅Ⅱ（正倉院展と斑鳩散策）

参加者：10 名、参加費：１万円

