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＜活動カレンダー・報告 ＞

◆コミュニケーション・ファシリテーター養成講座

【5 月】

昨年に引き続き、コミュニケーション・ファシリテ

23 日：ﾅｲﾑｽﾆｭｰｽﾞ No.36 発送作業（事務所 3 名）

ーター養成講座（全 6 回、15 単位）を開講します。

28 日：女性協議会総会

②③④の講座はフレアとくしま 100 講座企画委託事

フレアとくしま、３名）

瀬尾理事長が女性協議会副会長に就任

業として開催します。委託事業については、徳島県

【6 月】

との委託契約後、改めてご案内いたします。

2 日：新しい公共担い手創出事業提案書作成

専任講師：中野満知子さん

5 日：フリーマーケット（北島町立図書館、３名）
9 日：男女参画青少年課訪問・挨拶及び

講 座

日程

場所

①ﾄｩﾙｰｶﾗｰｽﾞ入門講座

9/25（予定）

新しい公共担い手創出事業提案書の協議

（講師：乾敏子）

13:00～17:00

9 日：女性協議会代表者会（フレアとくしま、１名）

②ｱｻｰﾃｨﾌﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

15 日：新しい公共担い手創出事業提案書修正版作成

10/8 （決定） ﾌﾚｱとくしま

③自尊感情回復ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞⅠ

10/9 （ 〃 ） ﾌﾚｱとくしま

④自尊感情回復ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞⅡ

10/10 （ 〃 ）ﾌﾚｱとくしま

（講師：中野満知子）

②③④

21 日：国立女性教育会館「女性関連施設・地方公共
団体・団体リーダーのための男女共同参画推
進研修」コース別ワークショップで事例報告
（ヌエック、1 名）
23 日：フレアとくしま 100 講座企画委託事業採択
25 日：第１回パソコン講座

（事務所、３名）

【7 月】
1～2 日：ナイムス活動パネル作成 （事務所、１名）
2 日：日本女性会議 2011 松江 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ申し込み

◆ナイムス実践講座 パソコン講座・実用編
日常生活に活用できるパソコン講座・実用編を開催
いたします。個別指導も行ないますので、ふるって
ご参加ください。

場所：ナイムス事務所 TEL/FAX0883-24-7146
定員：10 名程度
受講料：１回（2 時間）2000 円（資料代など）
指導：ナイムス専任講師
日時

内

容

7/16

イベントのチラシ

8/20

Word で名刺を作ろ

(土)

を作ろう（ﾜｰﾄﾞｱｰ

(土)

う（差込印刷・宛名

ﾄ、ﾃｷｽﾄﾎﾞｯｸｽ活用）

11/19（予定） 文学書道館

（講師：村澤普恵）
⑥ﾌｧｼﾘﾃｰｼｮﾝ講座

11/20（予定） 文学書道館

（講師：ﾅｲﾑｽ専任講師）

⑤⑥
13:00～17:00

（注）①⑤⑥については講師や会場の都合で変更す
◆日本女性会議 2011 松江
今年もバスをチャーターして日本女性会議に参加し
ます。募集が 7 月１日から始まりましたので、すで
にお申し込みいただいた方は、申し込み手続きをし
ようにお早目にお申込みください。

第３土曜 午後 2:00～4:00

容

⑤ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ講座

ました。できるだけ第１希望の分科会に参加できる

日時：平成 23 年 7 月～平成 23 年 9 月

内

10:00～17:00

る場合があります。

＜活動予定＞

日時

文学書道館

ラベル作成）
9/17

Yahoo でブログを開

(土)

設しよう（簡単なホ
ームページ作り）

日時：10 月 14 日（金）15 日（土）
場所：鳥取県松江市
参加費：33000 円～37000 円程度（参加人数による）
貸切バス：美郷観光バス
申し込み：同封の申し込み用紙を FAX で事務所ま
でお送りください。FAX 0883-24-7146
＜活動報告＞
◆フリーマーケット
活動資金を得るためにワクワクフリーマーケットに
出店しました。場所は室内でしたので、問屋町に比
べるととても楽でした。不要品をご提供いただいた

ワークグループのメンバー

皆様、ありがとうございました。売上金１万円は活

と事例報告者

動費として有効活用いたします。
日時：6 月 5 日（日）10:00～12:00
場所：北島町立図書館２F、参加者：3 名
当日、不要品
をお持ちいた
だいた笠井さ
んが撮影して
くれました。

事例報告のようす
＜お知らせ＞
◆県から（詳細はチラシ参照）
①第１回 DV 被害者自立支援実践研修会

◆ナイムス実践講座 パソコン講座・実用編第１回

日時：7 月 21 日（木）13:30～16:30

実用編ということで、参加者は少なかったですが、

場所：ときわプラザ研修室

ニーズに合った個別指導をすることができ、とても

内容：子どもの虐待の背景に見える DV とその被害

喜んでいただきました。

者への法的支援」講師：岩城正光さん（NPO 法人）

日時：6 月 25 日（土）14:00～16:00

②第２回 DV 被害者自立支援実践研修会

場所：ナイムス事務所

日時：8 月 1 日（月）10:00～16:00

内容：携帯電話やデジカメからの写真の取り込み、

場所：徳島合同庁舎 東会議室２Ｆ
内容：
「ＤＶや児童虐待が与える心理的影響とその回

Gmail の開設など

復への支援」講師：小西聖子さん（武蔵野大学教授）
③ＤＶ被害者等支援ネットワーク研修会
日時：8 月 2 日（火）13:30～16:30
個別指導の

場所：県職員会館２Ｆ

ようす

内容：
「ＤＶ被害者支援と相談員のメンタルケア」
講師：市場恵子さん（カウンセラー）
④「いっしょに防災」講演とワークショップなど
日時：7 月 24 日（日）10:00～13:00

◆講師派遣

場所：ときわプラザ

国立女性教育会館「女性関連施設・地方公共団体・

内容：講演「災害と女性」講師：正井礼子さん

団体リーダーのための男女共同参画推進研修」女性

◆女性協議会から

団体リーダーコースワークショップで事例報告

①男女協調週間パネル展

3 月にヌエックから依頼があり、瀬尾理事長が事例

日時：7 月 7 日（木）～7 月 13 日（水）

報告をしました。ナイムスを全国にアピールできる

場所：ときわプラザ２Ｆ展示ギャラリー

よい機会となりました。

内容：女性協議会などの団体が活動紹介

日時：6 月 21 日（火）12:40～15:10

②研修旅行

場所：国立女性教育会館（ヌエック）

日時：8 月 25 日（木）7:30～19:30

参加者：女性関連施設・地方公共団体の管理職や職

場所：田崎真珠、宝塚歌劇観劇（月組アルジェの男）

員及び団体のリーダーなど 135 名

参加費：10500 円

女性団体リーダーコース：33 名

申込み：7 月 13 日までに、ナイムス事務所まで

テーマ：地域資源を活かした事業展開～WinWin の

◆事務局から

つながりから～」地域課題を事業に結びつける組織

H23 年度会費（個人 3000 円,団体 5000 円）のお振

運営や、人、施設などの地域資源の有効なネットワ

込みをよろしくお願いいたします。

ークづくりなど、組織活性化に向けた手法を考える。

郵便振替口座：01620-6-74496

詳細はホームページをご覧ください。

会員の皆様からの情報をお待ちしています。
NIMS の組織（H23 5 月 1 日現在）
会員数 49 名（正会員 31 名、賛助会員 18 名）

