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締め切り：6月16日（土）まで
【3 月】
◆日本女性会議2012仙台
28 日：ﾅｲﾑｽﾆｭｰｽﾞ No.41 発送作業 （事務所、4 名）
日時：10月26日（金）～28日（日）
【4 月】
日程：10/26 13:30～13:50 開会式
5 日：男女共同参画課再設置の打ち合わせ会
13:50～14:10 基調報告
14:30～17:00 特別プログラム
（ふれあい健康館、１名)
18:00～19:30 交流会
11 日：男女共同参画課再設置を求め県へ要請
10/27 9:30～12:00 分科会
（県庁６F 会議室,5 名、全体 61 名）
13:00～14:00 記念講演
13 日：東部県税局へ減免申請 （東部県税局、1 名）
14:20～16:20 シンポジウム
13 日：総会案内と振込用紙送付 （事務局、1 名）
16:20～16:40 閉会式
エクスカーション（被災地宿泊ｺｰｽ）
24 日：男女共同参画課再設置を求める会 報告会
10/28
エクスカーション（観光・被災地見学）
（県婦人会館、１名）
大会参加費：9000 円（交流会込み）
21～24 日：総会資料原案作り
（事務局、１名）
＜活動カレンダー・報告 ＞

旅費：38000 円～45000 円

【5 月】
1 日：会計監査

（ぼんじゅうる、3 名）

16 日：女性協議会理事会

（ﾌﾚｱとくしま、1 名）

17 日：総会資料作り

（事務局、4 名）

11 日：委託事業完了報告書提出

（事務所、1 名）

19 日：通常総会
19 日：懇親会

（市民活力開発ｾﾝﾀｰ、7 名）
（東急イン・ｼｬﾝｸﾞﾘﾗ、8 名）

＜旅程案１＞片道 19000 円～
徳島駅→三宮→伊丹空港→仙台空港→仙台駅
（バス 3800 円）

（飛行機 15000 円）

＜旅程案２＞片道 22500 円～
徳島空港→東京羽田→浜松町→上野駅→仙台駅
（飛行機 12000 円）ﾓﾉﾚｰﾙ（新幹線 10000 円）

20 日：県へ報告書提出（電子申請）
（事務所、１名）

＊今回は早割りフライトの予約をしますので、キャ

21 日：法務局へ役員届出

ンセル料金が発生します。ご参加いただける方は、

（法務局、１名）

23 日：男女共同参画課再設置を求める会 学習会
（総合福祉ｾﾝﾀｰ４F、2 名）

個別に詳細な資料をお送りしますので、事務局まで
お申し込みください。
お申込：ナイムス事務所（TEL/FAX0883-24-7146）

＜活動予定＞
◆中野満知子さん主宰「想」サミット in 京都交流会
コミュニケーション・ファシリテーター養成講座専
任講師の中野先生が企画したサミットです。全国か
ら元気な仲間が集まります。10名程度の予定です。
日時：6月30日（土）～7月1日（日）
場所：京都市、亀岡市、嵯峨野周辺
日程：6/30 徳島駅8:15→京都駅11:04
13:00 京都市東山いきいき市民活動センター集合
ｹﾞｽﾄﾊｳｽ藤原邸で交流と体験ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（宿泊）
7/1 活動報告、体験学習、嵯峨野観光（嵐山）
京都駅18:10→徳島駅21:01
参加費：サミット参加費１万円（宿泊・夕食・朝食
代込み）のほか高速バス料金、交通費、観光代など
参加者：NPO法人京都子どもサポートセンター事務
局長、元亀岡市交流活動センター職員、
長岡スプーンフィールド会員、「想」ネットワーク
＊詳細は別紙をご覧ください。

◆心がつながる対話「ワールド・カフェ」講座
（フレアとくしま・企画提案中）
日時：講師さんと相談の上、決定します。
場所：フレアとくしま学習室
金額：15万円
◆平成 24 年度ＮＰＯ等のネットワーク化支援事業
（県民活動プラザ・企画提案中）
内容：平成24年３月に策定された「男女共同参画基
本計画（第２次）」の普及啓発のキャラバンと提言
日時：平成24年9月～平成25年2月
場所：県内５ヶ町村で概要説明と講演
金額：80万円
◆コミュニケーション・ファシリテーター養成講座
全体（全労災・企画提案中）
日時：平成24年9月～平成25年3月
場所：文学書道館
金額：30万円＋自己資金

＜活動報告＞
◆平成 24 年度通常総会＆懇親会
＜通常総会＞
正会員27名のうち、出席者7名、委任状19名により
定足数を満たし、議案はすべて承認されました。
＜平成24年～26年の役員＞
理事長：瀬尾規子
副理事長：村澤普恵、元木春美
理事：近藤礼子、
監事：加渡いづみ
任期満了につき退任：乾敏子、村上理一

会員の高井美穂さ
んからお祝いのメ
ッセージをいただ
きました。
（文部科学副大臣）

日時：5月19日（土）16:10～17:10
場所：市民活力開発センター、参加者：7名
＜懇親会＞
東急インの料理長でナイムス会員の佐々木さんに

＜お知らせ＞

も参加していただき、楽しく懇談することができま

◆平成 24 年度女性・子どもに対する相談支援者の

した。また、柚子みそ「柚子りっこ」で起業した三

ための専門講座（全３回）

澤さんの近況もお聞きすることができました。伊勢

日時：6/21（木）,7/19（木）,8/16（木）
10:00～16:00

丹などで精力的に販売しています。
日時：5 月 19 日（土）18:00～

場所：徳島合同庁舎 東会議室２Ｆ

場所：東急イン１Ｆシャングリラ、参加者：8 名,

先着：40 名、参加費：無料
締め切り：6 月 7 日（木）まで

総会のようす

＊チラシを同封しましたので、各自お申し込みくだ
さい。
◆フレアとくしま「地域リーダー養成講座」
瀬尾がフレアのスタッフから依頼を受け一緒に講座
の企画に関わりました。ふるってご参加ください。
日時：第１回 7 月 14 日（土）13:00～
第２回 7 月 28 日（土）13:00～
第３回９月頃 講演会のあと交流会
場所：フレアとくしま 学習室
講師：澤田俊明さん（徳島大学工学部講師）

懇親会の

坂井さん（徳島大学工学部博士課程後期）

ようす

アドバイザー：瀬尾規子
◆「男女共同参画課」再設置を求める会の活動報告
平成 24 年４月の組織改編で男女参画青少年課が廃
止になり、人権推進課に男女共同参画担当が統合さ
れました。これを受け、100 名を超える賛同者を集
め、県に働きかけたところ、４月末に人権推進課の
表示の下に「男女共同参画担当」の記載が追加され
ました。6 月議会で古田県議会議員が質問に立つ予
中央の男性

定です。ご都合のつく方は、是非傍聴してください。

が佐々木

◆事務局から

料理長です

H24 年度会費（個人 3000 円,団体 5000 円）のお振
込みをよろしくお願いいたします。
郵便振替口座：01620-6-74496
会員の皆様からの情報をお待ちしています。
NIMS の組織（H24 5 月 20 日現在）
会員数 42 名（正会員 26 名、賛助会員 16 名）

