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◆フレアとくしま 100 講座企画委託事業

＜活動カレンダー・報告 ＞
【5 月】

「不況に勝つ！エンパワーメント講座」

26 日：ナイムスニューズ No24 発行、総会資料、

第１回 メンタルトレーニング

会費振り込み用紙発送（事務所、3 名）

講師：中野満知子さん（ｵﾌｨｽ「想」ﾈｯﾄﾜｰｸ主宰、

27 日：フレアとくしま 100 講座企画委託事業

ｱｽｸ・ﾋｭｰﾏﾝ・ｹｱ ﾗｲﾌｽｷﾙ・ｾﾝﾀｰ講師
日時：9 月 27 日（日）

提案書提出（女性のチャレンジ支援）

10:00〜12:00 「手ごたえのある人生のために、

【6 月】
14 日：ナイムス健康の旅「四国遍路を巡る旅」

心のエステを」

パートⅠ（5 名）

自尊感情回復トレーニング

22 日：講師派遣（吉野川市青少年育成市民会議）

13:30〜15:30「あなたと私、「違い」がわかれ

28 日：ナイムス総合講座「社会で活かせるｺﾐｭﾆｹｰｼ

ばうまくいく」

ｮﾝ術」第１回（市民活力開発ｾﾝﾀｰ、9 名）

True Colors プログラム

【７月】

場所：フレアとくしま 2F 学習室、参加費：無料

3〜12 日：徳島県男女協調週間、パネル展示

＊午前、午後両方の講座の受講をお薦めしますが、
それぞれご希望の講座を受講することもできます。

（フレアとくしま、展示ギャラリー）
4 日：フレアとくしま 100 講座企画委託事業採択

＊詳細はチラシをご覧ください。

12 日：ナイムス総合講座「社会で活かせるｺﾐｭﾆｹｰｼ
ｮﾝ術」第２回、（市民活力開発ｾﾝﾀｰ、7 名）
17 日：役員研修会、中野満知子さんの自尊感情回復

◆日本女性会議 2009 さかい（国内研修事業）
「山の動く日きたる〜ジェンダー平等の宇宙(そ
ら)へ〜」をテーマに大阪府堺市で日本女性会議

プログラム（ぼんじゅうる、4 名）

2009 が開催されます。ナイムスでは例年通り国内

＜活動予定＞
◆ナイムス総合講座（第 3 回、第 4 回）
今年度は、あらゆる分野で基本となるコミュニケー
ションに重点を置き「社会で活かせるコミュニケー
ション術」をテーマに開催しています。お知り合い
などをお誘い合わせの上、ふるってご参加ください。
開催日時

場

所

テーマ

3

8/23(日)

徳 島 市 保健医療・コ 山 下 留 理

回

15:00〜

市 民 活 ミュニケーシ 子 （ 保 健

17:00

力開発

ョン

ｾﾝﾀｰ

講

師

研修事業としてバスをチャーターして参加します。
＜大会テーマについて＞
“山の動く日きたる”は、女性の自立と解放をうた
った与謝野晶子の詩です。すべての人がその個性と
能力を輝かせる社会を築くため、晶子を生んだ堺か
ら世界へ、そして宇宙へとジェンダー平等を発信し
ていきます。
開催日：H21 年 10 月 30 日（金）全体会、交流会、
31 日（土）分科会、全体会、

師・徳島

参加費：約３万円

文理大学

（大会参加費 3500 円＋交流会 5000 円＋お弁当

講師）

1000 円＋ホテル７000〜８000 円＋保険 200 円＋貸

4

8/29(土)

徳 島 市 コミュニケー 村 澤 普 恵

切バス約 10000 円（15 名の場合）＋事務諸経費）

回

15:00〜

市 民 活 ション概論

17:00

力開発

（コミュニケ ア ナ ウ ン

ｾﾝﾀｰ

ーションの基 サー）

旅程：10/30 鴨島 7:10→徳島駅 8:00→堺 10:30
（与謝野晶子文芸館など観光）12:00 昼食
10/31 堺 16:20→徳島 18:50→鴨島 19:40
申し込み：ナイムスの募集チラシをご覧いただき、

本から実践ま
で）
受講料：１回 1000 円

（フリー

事務所まで FAX でお送りください。
締め切り：8 月 20 日

日時：7 月 12 日（日）15:00〜17:00

＜活動報告＞
◆ナイムス健康の旅「四国遍路を巡る旅」パート１

場所：市民活力開発センター、参加者：7 名

会員からご要望があり、心の癒しと体の健康のため
四国遍路を巡る旅を企画しました。年 2〜3 回程度

第１回講座

実施する予定です。一般参加も歓迎します。

講師：乾

日時：6 月 14 日（日）8:00〜18:00
場所：１番札所〜11 番札所、大山寺、童学寺など、
参加者：5 名
第１番札所
霊山寺

第２回講座
講師：瀬尾

◆男女協調週間
第４番札所
大日寺

女性活動団体パネル展に参加

徳島県の男女協調週間に女性協議会の主催で開催
された活動パネル展に参加しました。
日時：7 月 3 日（金）〜12 日（日）
場所：フレアとくしまギャラリー展示室
展示物：ナイムス紹介パネル、ニューヨーク視察報
告パネル、団体案内など

◆ナイムス総合講座「社会で活かせるコミュニケー

◆講師派遣（吉野川市青少年市民会議川島支部）

ション術」第１回、第２回

吉野川市青少年市民会議川島支部総会記念講演で

＜第１回＞

「男女共同参画で健全な子どもを育てよう」という

「キャリアカウンセリング・コミュニケーション」

演題で講演をしました。

〜１：１、１：多数のテクニックとは？〜

日時：6 月 22 日（月）19:45〜20:15

キャリア・アドバイザーは、ジェンダーの視

場所：吉野川市川島公民館

点にたって、女性に対して勇気づけや励まし

講師：瀬尾（吉野川市怪傑！講師団）

を行うとともに、女性がそのもてる能力を十
分発揮できるよう適切な情報提供やアドバイ
スを行っています。今回はキャリア・アドバ
イザーの立場から副理事長の乾がコミュニケ
ーションのテクニックについてお話しました。
講師：乾敏子さん（JCDA ｷｬﾘｱ・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）
日時：6 月 28 日（日）15:00〜17:00
場所：市民活力開発センター、参加者：9 名
＜第２回＞
「メール・コミュニケーション」

＜イベント情報＞
●男女共同参画推進会議 in あなん
日本女性会議の開催を阿南で！と頑張っている阿南
市が、今年 9 月 12 日（土）に男女共同参画推進会
議 in あなんを開催します。四国に呼びかけ 1000 人
規模の会議を目指しています。７月に募集要項が示
されますので是非ご参加ください。
日時：平成 21 年 9 月 12 日（土）9:30〜14:00
場所：阿南市市民会館、ひまわり会館など

〜メールで「こころ」を伝えよう〜

＜会員の情報箱＞

今やメールは毎日の生活に欠かせないものになって
いますが、メールの「書き方」や「送り方」に関す

◆事務局から

る教育はほとんど行われていません。そこでナイム

H21 年度会費（個人 3000 円,団体 5000 円）を同封

スでは「メール・コミュニケーション」と題して、

の振込み用紙にてお振込みをよろしくお願いいたし

「こころを伝える」ビジネスメール、プライベート

ます。郵便振替口座：01620-6-74496

メール、携帯メールの書き方などについて、生涯学

会員の皆様からの情報をお待ちしています。

習１級インストラクターで理事長の瀬尾がお話をし
ました。

NIMS の組織（H21 7 月 20 日現在）
会員数 56 名（正会員 37 名、賛助会員 19 名）

