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＜活動カレンダー・報告 ＞
【1 月】
25 日：ナイムスニューズ発送作業
27 日：第３回男女共同参画会議

（事務所,4 名)
（県庁,1 名）

講師派遣 （神山町養護老人ﾎｰﾑ寿泉園,1 名)
【2 月】
17 日：女性協議会・女性人権ｾﾐﾅｰ （フレア,15 名）
27 日：プレゼンテーション資料作成講座
（フレア,12 名）
【3 月】
5 日：3.8 国際女性デー・凱旋と記念集会
（阿波観光ホテル,1 名）

がございましたら、4 月末までに事務局までご連絡
ください。
＜これまでの実績＞
H19 ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾘﾎﾞﾝで広める「女性への暴力をなくす運動」
H20 教えます再就職のコツとワザ
H21 不況に勝つ！エンパワーメント講座
H22 傾聴スキルアップ講座
元気になるメンタルトレーニング講座
H23 地域力を高める人間関係づくり講座
（自尊感情回復、アサーティブネス）
H24 心がつながる「ワールドカフェ講座」
H25 地域リーダーのための「ワールドカフェ講座」
H26 キャリアアップに役立つプレゼンテーション講座
H27 キャリアアップに役立つｱｻｰﾃｨﾌﾞ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ講座

13 日：自尊感情回復トレーニング
（総合福祉センター,10 名）
中野満知子さんを囲む懇親会（そば蔵,9 名）

＜活動報告＞
◆キャリアアップに役立つ「プレゼン資料作成講座」

17 日：女性協議会・親睦会

（神戸・大阪,38 名） パソコンによるプレゼン資料作りを学びました。
18 日：第４回男女共同参画会議
（県庁,1 名） 講師：瀬尾哲英（ナイムス専任講師）
日時：平成 28 年 2 月 27 日（土）10:00～12:00
＜活動予定＞
◆平成 28 年度通常総会＆懇親会

場所：ときわプラザ２F 学習室
参加者：12 名

総会は、ナイムスの活動や方針について協議できる

フレアで開催す

場です。多数のご参加をお待ちしています。

るのは初めてで

正会員：議決権があります。

したが、10 名程

賛助会員：議決権はありませんが、オブザーバーと

度ならパソコン

して参加できます。

講座が可能であ

日時：5 月 14 日（土）or15 日（日）予定

ることがわかり
ました。

15:00～16:00 総会
16:00～17:00 講演（ｹｱﾝｽﾞ研修旅行）
場所：市民活力開発センター会議室（予定）

◆自尊感情回復トレーニング

（徳島市役所南側、内町コミュニティセンター） （コミュニケーション・ファシリテーター養成講座）
講演：ナイムス 10 周年記念ケアンズ研修旅行報告
12 月に開催したアサーティブ・コミュニケーション講
＊駐車場が限られていますので、できるだけ公共交

座を受講した皆様からご要望がありましたので、自主

通機関をご利用ください。

講座として開催しました。自分を振り返り、自分を好

＊総会＆懇親会のご案内は往復葉書にてお知らせい

きになる、きっかけをつかんでいただきました。

たします。

描いた夢が実現することを願っています。
講師：中野満知子さん（ｵﾌｨｽ「想」ﾈｯﾄﾜｰｸ主宰）

◆フレアとくしま 100 講座企画委託事業（企画中）
平成 28 年度もフレアとくしま 100 講座企画委託事
業を提案する予定です。講師や内容についてご希望

日時：平成 28 年 3 月 13 日（日）10:30～16:30
場所：徳島県立総合福祉センター203 会議室
参加者：9 名

参 加 者 は中 野 先

◆講師派遣

生 の 講 座の 受 講

「職場でのメンタルヘルス対策について」

生でしたので、リ

職場の心地よい人間関係を作るためのアサーティ

ラ ッ ク スし た 雰

ブ・コミュニケーションについてお話しました。

囲 気 の 中で 楽 し

神山町は雪が降っていて寒かったです。

く 学 ぶ こと が で

講師：瀬尾規子

きました。

日時：1 月 27 日（水）18:00～19:00
場所：神山町養護老人ホーム 寿泉園

交流ホール

受講者：寿泉園職員、神山町デイサービス職員

自分の人生を振
り返るワークを
しました。雑誌、

◆東日本大震災復興支援チャリティーコンサート（み

新聞、折り紙、毛

んなが主役の人権啓発推進事業）報告とお礼

糸などを使って

講演会「被災地福島との絵手紙交流」とマリンバとチ

表現しました。

ェロのコンサートを行いました。165 名の方々にご参
加いただき盛会でした。描いていただいた絵手紙とチ
ャリティー募金 13 万 3 千円は被災地に贈る予定です。

◆中野満知子さんを囲む懇親会
満知子さんを囲み、楽しく交流しました。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
日時：2 月 29 日（月）13:00～15:00

日時：3 月 13 日（日）17:30～20:00

場所：ときわホール

場所：そば蔵、参加者：9 名

主催：徳島県男女共同参画ﾘｰﾀﾞｰ連絡会（会長・瀬尾）
満知子さんのファンが

参加者：165 名

増えました。

感動的なフェイ
ギンさんのチェ
ロ演奏と山崎さ
んのマリンバ演
奏に魅了されま

笑顔がいっぱいの楽し

した。

い懇親会でした。
◆女性協議会・親睦会
「劇団四季ライオンキング観劇」
ライオンキングの公演は 5 月 15 日がラストステージ

＜お知らせ＞
◆「ともに輝く『新未来とくしま』創造プラン」～徳
島県男女共同参画基本計画（第３次）～のパブリック

です。素晴らしいミュージカルでした。ナイムスから

コメント募集

４名参加しました。

男女共同参画立県とくしまを目指して、第３次基本計

日時：3 月 17 日（木）7:00～20:00

画を策定中です。皆様のご意見をお寄せください。

参加者：38 名

募集期間：3 月 24 日（木）～4 月 22 日（金）
徳島県パブリックコメントのページ：
http://www.pref.tokushima.jp/public_comment/
◆事務局から
H27 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。
田崎真珠にて記念撮影

NIMS の組織（H28 3 月 25 日現在）
会員数 37 名（会員 27 名、賛助会員 10 名）

