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＜活動カレンダー・報告 ＞

◆ナイムス実践講座「すぐ役立つパソコン講座」

【9 月】

「パワーポイントを使って自己紹介をしよう！」

17 日：講師派遣（オイスカ四国研修センター、１名）

講師：瀬尾哲英（ナイムス専任講師）

17 日：ナイムスニューズ No26 発行、委託事業ﾁﾗｼ

日時：12 月 13 日（日）午前 10:00〜12:00

四国遍路、女性協議会案内発送（事務所、４名）
26 日：委託事業講師打ち合わせ（とりとり、２名）
27 日：フレアとくしま 100 講座企画委託事業
「不況に勝つ！エンパワーメント講座」
第１回メンタルトレーニング（午前・午後）
講師：中野満知子さん（ｵﾌｨｽ「想」ﾈｯﾄﾜｰｸ主

場所：徳島市市民活力開発センター会議室
（徳島市役所南側

TEL088-611-3886）

定員：10 名程度、参加費：1000 円（資料代など）
＊ご自分の写真を１〜２枚お持ち下さい。
お申し込み：ナイムス事務所まで
（TEL/FAX0883-24-7146）

宰、ｱｽｸ・ﾋｭｰﾏﾝ・ｹｱ ﾗｲﾌｽｷﾙ・ｾﾝﾀｰ講師
（フレアとくしま学習室、58 名）

◆ナイムス忘年会

【10 月】

今年も残り少なくなってきました。今年一年を振り

14 日：日本女性会議 2009 さかい参加者へ案内送付

返り、来年への英気を養いましょう。

30 日〜31 日：国内研修・日本女性会議 2009 さかい

日時：12 月 133 日（日）午後 5 時〜

参加（17 名）

場所：徳島駅前「すずの助」TEL088-677-6677
参加費：4000 円程度

＜活動予定＞
◆フリーマーケット
活動資金＆地球環境のためにフリーマーケットを開
催します。ご協力をよろしくお願いします。地域の
人々との交流は楽しく、活動の宣伝効果もあります。
日時：11 月 22 日（日）午前 7:00〜12:00
集合：午前 7:00〜7:30
場所：徳島市問屋町（繊維団地）中央噴水横
＊新規団体はいい場所を確保できますので今回は
「女性グループ・リフレッシュ」で登録しています。
＊不要品を次の場所までお持ちください。
11 月 11 日 元気な 阿波おんな交流サロン
講演会・交流会
午後 2:00〜6:00
フレアとくしま ときわホール
11 月 18 日 日本女性会議報告会 午後 2:30〜4:30
フレアとくしま学習室
11 月 22 日ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ会場に直接お持ちください。
職場：メディコ２１田宮街道店（瀬尾）10:00〜18:00
千松小学校購買部（元木）
9:00〜13:00
元木(090-04502-7049) 瀬尾(090-2892-6463)まで
ご連絡いただきましたら、取りに参りますので、よ
ろしくお願いします。

お申し込み：ナイムス事務所まで
(TEL/FAX0883-24-7146)
◆フレアとくしま 100 講座企画委託事業
「不況に勝つ！エンパワーメント講座」
第２回実践講座
9月に開催した「不況に勝つ！エンパワーメント講
座」第１回メンタルトレーニングに引き続き、①ラ
イフプラン、②コミュニケーション、③ビューティ
ーテクニックなどの実践講座やキャリアアドバイス
によってエンパワーし、不況を乗り越える力をつけ
てもらうことを目的として開催します。
日時：H22年2月7日（日）
13:00〜14:00 講座①人を惹きつける話術
村澤普恵
14:10〜15:10 講座②不況をチャンスに変え
るライフプラン 加渡いづみ
15:15〜16:15 講座③魅力的な変身術
日浦たづ子
15:15〜16:15 ｷｬﾘｱｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 2級ｷｬﾘｱ･ｺﾝｻﾙ
ﾃｨﾝｸﾞ技能士による就職指導
乾 敏子
場所：フレアとくしま２Ｆ学習室、参加：無料
申し込み：ナイムス事務所まで
(TEL/FAX0883-24-7146)

＜活動報告＞
◆フレアとくしま 100 講座企画委託事業

東南アジアの研修生の

「不況に勝つ！エンパワーメント講座」

皆さんと

第１回 メンタルトレーニング

副所長：柿沼瑞穂さん

午前午後とも盛会で、それぞれ定員いっぱいの参加

同行：岩木順子さん

をいただきました。ご参加の皆様方にはとても喜ん
でいただき、再度開催のご希望もありました。
講師：中野満知子さん（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
日時：9 月 27 日（日）

◆四国遍路を巡る旅」パート 2 延期
10 月 8 日に予定しておりましたが、台風のため延期
になりました。お申し込みいただきました皆様の日

10:00〜12:00 自尊感情回復トレーニング

程を再調整しております。追ってご案内いたします。

13:30〜16:30 TRUE COLORS プログラム

＜関連行事＞

場所：フレアとくしま 2F 学習室

＜女性協議会＞

参加者：58 名（午前 30 名、午後 28 名）

○「元気な 阿波おんなサロン」講演と交流会
日時：11 月 11 日（水）14:00〜18:00
場所：フレアとくしま ときわホール

トゥルーカ
ラーズのワ
ークの様子

基調講演 14:00〜15:30
「人生１００年！女と男の幸福学」
講師：本岡典子さん（ルポルタージュ作家）
パネルディスカッション 15:40〜16:40
ﾊﾟﾈﾘｽﾄ大川雄哉さん,渡辺純子さん,後藤和美さん
○日本女性会議 2009 さかい報告会

◆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

日時：11 月 18 日（水）14:30〜16:30
場所：フレアとくしま学習室

ら)へ〜」をテーマに大阪府堺市で日本女性会議

＜徳島県女性保護協議会＞

2009 が開催されました。全国から約 4000 人が参加

虐待・ＤＶ講演会「虐待・ＤＶをなくすためにあな

しました。概要は別紙でご報告いたします。

たができる大切なこと」

また報告書は次号と一緒にお送りします。ご参加い

講師：森田ゆり（エンパワーメントセンター所長）

ただきました皆様ありがとうございました。

日時：11 月 25 日（水）午後 1:30〜3:30

日時：10 月 30 日（金）〜31 日（土）

場所：フレアとくしまときわホール、参加：無料

場所：大阪府堺市

＜男女共同参画リーダー連絡会＞

参加者：17 名（ナイムス、男女共同参画リーダー連

フレアとくしま 100 講座企画委託事業

絡会、男女共生ネット）

「生涯、心も体も健康に！」〜女性の健康づくり支
援〜第１回 体の健康づくり「健康な体を！」
日時：11 月 28 日（土）13:00〜15:00
場所：フレアとくしま２階学習室、参加：無料
講師：森本晃子さん、長尾久美子さん、村上さん
仁徳天皇

お申込み:男女共同参画リーダー連絡会 事務局

陵にて

岡川美智子さんまでTEL/FAX 088-655-6284
e-mail nora3t5@diamond.nmt.ne.jp
◆事務局から

◆講師派遣（外国人向けの初の講義です）

H21 年度会費（個人 3000 円,団体 5000 円）のお振

講師：瀬尾規子、日時：9 月 17 日（木）9:00〜12:00

込みをよろしくお願いいたします。

場所：オイスカ四国研修センター（香川県）

郵便振替口座：01620-6-74496

受講者：東南アジアのオイスカ研修生約 15 名

会員の皆様からの情報をお待ちしています。

内容：男女共同参画社会づくりについて

NIMS の組織（H21 11 月 5 日現在）
会員数 57 名（正会員 37 名、賛助会員 20 名）

