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＜活動カレンダー＞

◆フリーマーケットでインディゴソックス支援！

【２月】

〜問屋町で男女共同参画のパワー全開〜

12 日：ナイムスニューズ第 5 号送付作業

不要品などのご提供をよろしくお願いします。

（３名 事務所）

楽しみながら「販売」の実体験をしませんか？

18 日：第 5 回 FMCC（16 名 はばたき）

日時：６月４日（日）午前 8：30〜12：00

26 日：ナイムス設立１周年記念特別講演会

場所：問屋町フリーマーケット会場（集合 7：30）

（約 80 名 東急イン）
【３月】
５日 ：ナイムスパネル作成・ペローラフェスタ用
（３名 事務所）
12 日：ペローラフェスタ パネル展示・活動発表
（活動発表７名 ふれあい健康館）

不要品の回収：下記イベントにお持ちになるか、
元木・瀬尾までご連絡ください。
５月 13 日（土）はばたき講座
５月 25 日（木）歴史探訪の旅Ⅲ
５月 27 日（土）はばたきまつり自主企画講座
５月 28 日（日）ペローラ総会

15 日：県補助金実績報告書提出（県民活動プラザ）

回収と参加申し込み：元木さん（088-631-3520）、

16 日：特別講演会テープおこし・HP アップ

瀬尾（0883-24-2762）まで

25 日：第 4 回パソコン講座（6 名 はばたき）

◆ナイムス総合講座

【４月】

今年も開催します。別紙をご覧下さい。

２日：「1000 人の歌声喫茶」手伝い

＜NIMS からのお知らせ＞
◆ナイムスホームページ「会員紹介コーナー」掲載
希望会員募集中！
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。
◆日本女性会議 2006 しものせき
日時：10 月６日（金）
、７日（土）
場所：下関市、締切：6 月 30 日
申し込み：事務所まで（TEL/FAX0883-24-7146）
＊同封の別紙をご覧ください。
＜情報＞
◆はばたきまつり２００６イベント
「コミュニケーション上手になろう！」
日時：５月 13 日（土）午後 1：30〜3：00
場所：
「はばたき」（そごう８F）
講師：中村宏（NHK 徳島放送局アナウンサー）
＊自主講座は同封の別紙をご覧ください。
＜活動報告＞
◆FMCC（コミュニケーションサークル）第５回
日時：２月 18 日（土）午後３時 30 分〜５時
場所：
「はばたき」（そごう８F）
講師：村澤普恵アナウンサー
内容：
「人を説得するとは？説得力を身につける」
参加者：16 名

（4 名 文化センター）
5 日〜9 日：ナイムス通常総会資料原稿作成
15 日：会計監査（４名 ホテルクレメント）
16 日：総会資料作成（3 名 事務所）
22 日：H18 年度ナイムス通常総会・ミニトーク
（16 名・委任状 18 名 はばたき）
29 日：NPO 法人設立支援セミナー
（２団体対象 事務所）

＜活動予定＞
◆ナイムス歴史探訪の旅Ⅲ（残席わずか！）
（京都国立博物館「大絵巻展」と二条城など）
日時：５月 25 日（木）午前 7：00〜午後 7：30
訪問地：京都国立博物館「大絵巻展」、二条城、
紫式部邸宅跡など
参加費：11,000 円（昼食は鴨川の川床料理）
お申込み：事務所まで（TEL/FAX0883-24-7146）
締切：５月 12 日（金）
◆はばたきまつり 2006 ナイムス自主企画講座
「日本人の中流意識は、今どう変わったか？」
はばたきまつりに自主企画として講座を開きます。
日時：５月 27 日（土）午後 1：30〜3：00
場所：はばたき
講師：村上理一さん（徳島大学大学院教授、

◆ナイムス特別講演会

◆H１８年度通常総会

NPO 法人協働プランニング NIMS 設立１周年記念

正会員 41 名のうち、参加者 16 名、委任状 18 名に

「いきいき生きる高齢社会」〜男女共同参画の視点から〜

より、次の５議案の審議を行い、すべて異議なく承

（H17 年度協働事業推進補助金とくしまパートナ

認されました。

ーシップ推進事業）

日時：４月 22 日（土）午後 1：30〜2：30

看護師として日本のみならず世界各国で医療活動に

場所：はばたき

従事し、高齢化社会における福祉・医療問題事業に

参加者：16 名、委任状 18 名（正会員数 41 名）

積極的に取り組んでいる人気講師・ホルム麻植佳子

議事録署名人：桑村秀子さん、田原稔夫さん

さんが、21 世紀の高齢社会について、男女共同参画

審議事項

の視点からご講演していただきました。

(1)第１号議案 平成１７年度事業報告、会計報告

スウェーデンの福祉制度や医療を例にあげて、日本

(2)第２号議案 平成１７年度監査報告

の高齢社会の問題点をするどく指摘し、どのように

(3)第３号議案 平成１８年度事業計画（案）
、

高齢社会をいきいき生きるかについて、ユーモアを

収支予算（案）

交えながら語ってくれました。

(4)第４号議案 定款変更

卓越した話術で、会場は笑いが絶えず、元気と知恵

(5)第５号議案 役員変更

をいっぱいもらったご講演でした。

☆定款変更は次の通りです。

日時：２月 26 日（日）午後 2：00〜3：30

第 13 条 理事４名→３名〜10 名、 副理事３名→２名

場所：徳島東急イン

☆役員変更は次の通りです。

講師：ホルム麻植佳子さん、参加者：約 80 名

辞任(副理事長)野口優子さん(H17 年 11 月 17 日付)
新任（理事） 村上理一さん、元木春美さん
◆総会記念ミニトーク
「現代若者気質と男女共同参画社会」

参加者の皆さん

日時：４月 22 日午後 2：45〜3：45
場所：はばたき、講師：村上理一さん

ホルム麻植さん
村上理一さん

◆ペローラフェスティバルで活動発表
活動発表は、桑村さんが司会をして、瀬尾（概要

総会参加者の皆さん

説明）
、高山さん（FMCC）、平井さん（歴史探訪）
、
近藤さん（ナイムス講座）
、若槻さん（親睦会）がそ

◆NPO 法人設立セミナー

れぞれの活動を語りました。ご協力いただいた皆さ

今年度は NPO 法人設立支援を事業として計画して

ん、ありがとうございました。ロビーではパネル展

います。さっそく障害者地域共生作業所から依頼が

示を行いました。

ありセミナーをしました。

日時：３月 12 日（日）午後３時〜３時 30 分

日時：４月 29 日（土）午後 7：00〜11：00

場所：ふれあい健康館ホール、参加者：７名
◆第 4 回ナイムス実践講座（パソコン講座）

場所：事務所、講師：瀬尾、参加者：４名
◆事務局から

実践講座は３回の予定でしたが、パワーポイント

会員の皆様からの情報をお待ちしています。

のご要望がありましたので第 4 回目を開催しました。

H18 ３〜４月の新入会の方を紹介します。

日時：３月 25 日（土）午後３時〜５時

賛助会員：朝賀恵美香様

場所：はばたき

正会員 ：廣瀬文代様

講師：瀬尾哲英氏（徳島産業振興機構登録専門家）

NIMS の組織（H18 ５月１日現在）
会員：39 名、団体：2 団体、賛助会員：20 名

参加者：６名

