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＜活動カレンダー・報告 ＞
【6 月】

実践編では、怒りや批判の対処法や問題解決について
学びます。さらなるキャリアアップにつなげてみませ

4 日：ナイムスニューズ発送作業

（事務所,5 名)

6 日：法務局へ役員重任の申請書提出 (法務局,1 名)

んか？皆様のご参加をお待ちしています。
講師：中野満知子さん（ｵﾌｨｽ「想」ﾈｯﾄﾜｰｸ主宰、

13 日：法務局の手続き完了

（法務局,1 名） ｱｽｸ・ﾋｭｰﾏﾝ・ｹｱ ﾗｲﾌｽｷﾙ・ｾﾝﾀｰ講師）

13 日：女性協議会理事会

（フレア,1 名） 開催日：平成28年11月26日(土)・27日(日)

28 日：東かがわ市で人権講演

（東かがわ市,1 名） 内容： 第1日目 11月26日（土）10:00～17:00

【7 月】

ｱｻｰﾃｨﾌﾞ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ実践編Ⅰ

3 日：県民活動ﾌﾟﾗｻﾞで打ち合わせ（県民ﾌﾟﾗｻﾞ,1 名）
3 日：ビアガーデン交流会

（ﾎﾃﾙｸﾚﾒﾝﾄ 6F,7 名）

第2日目 11月27日（日）10:00～17:00
ｱｻｰﾃｨﾌﾞ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ実践編Ⅱ

4 日：フレアキャンパス企画委託事業採択通知

場所：ときわプラザ（フレアとくしま）２Ｆ学習室

6 日：男女協調週間パネル搬入

定員：各講座 20名

（フレア,2 名）

6 日：日本女性会議 2016 秋田フライト予約手続き

参加費：資料代 1000円（専用テキストを使用）

7～11 日：男女協調週間パネル展・女性協主催

主催：徳島県、受託団体：ナイムス

（フレア展示ギャラリー,163 名）
10 日：「ゆめバンクとくしま」助成金授与式

お申込み：ナイムス

e-mail:kyodo@mail.nims3.com

（県民活動ﾌﾟﾗｻﾞ,2 名）
11 日：男女協調週間パネル展午後受付（フレア,2 名）
11 日：午後

パネル搬出

（フレア,2 名）

15 日：日本女性会議 2016 秋田参加申込
15～19 日：ﾌﾚｱｷｬﾝﾊﾟｽ講座について講師と協議

TEL/FAX 0883-24-7146

◆日本女性会議 2016 秋田
テーマ「みつめて

みとめて

あなたと私～多様性

（ダイバーシティ）とは？」

ナイムス、男女共同参画リーダー連絡会、男女共生ネ
ットから８名の申し込みがありました。
＜活動予定＞
日時：平成 28 年 10 月 28（金）,29（土）,30（日）
◆トクシマ恐竜展見学（国内研修）
10/28（金）
アトラクション 13:30～、基調講演 14:10～
徳島県立博物館は、四国で唯一の恐竜化石（勝浦産）
交流会 17:30～
を所蔵しており、国内屈指の恐竜骨格資料を所蔵す
10/29（土） 分科会 9:30～、シンポジウム、閉会式
る福井県立恐竜博物館と平成 18 年度以来、連携関
10/30（日） 観光
係を結んでいます。その締結 10 周年記念として、
このたび恐竜の骨格標本など 100 点以上展示します。
またとない機会ですのでふるってご参加ください。
日時：8 月 20 日（土）9:30～12:00
集合：文化の森・博物館入口 9:15
入場料：前売り券千円を先着 5 名用意しています。
当日券は 1200 円
ガイド：乾敏子さん（文化の森・企画振興部長）

＜活動報告＞
◆講師派遣
東かがわ市人権推進課（担当：六車浩之副主幹）から
講演依頼があり、「女性の人権が守られる安心で安全
な社会をめざして」～第４男女共同参画基本計画から
～という演題で DV 被害者支援や防災などについて講
演しました。過去に、さぬき市で講演と男女共同参画

◆フレアキャンパス 100 講座企画委託事業

なかよしカルタ（アンの会作成）のワークショップを

アサーティブ・コミュニケーション講座＜実践編＞

行なったことがあり、この実績から今回のご指名をい

当講座の提案書が７月４日付けで採択されまし

ただきました。

た。

日時：6 月 28 日（火）18:00～19:30

場所：東かがわ市交流プラザ（旧白鳥町）

中野満知子さん）を申請し、5 万円の助成金をいただ

講師：瀬尾、参加者：約 100 名

くことになりました。７団体が選ばれました。
日時：7 月 10 日（日）15:00～16:30
講演のようす

場所：県民活動プラザ、出席者：瀬尾、元木
＊徳島新聞に授与式のようすが掲載されました。

仕事帰りに熱
心に講演を聞
いていただき
ました。
◆男女協調週間

パネル展

女性協議会主催の男女協調週間パネル展にパネル
を展示しました。
期間：7 月 7 日（木）～11 日（月）10:00～16:00
来場者：163 名、受付担当：7 月 11 日

＜お知らせ＞
◆「男女共同参画立県とくしまづくり表彰」

候補者募集（徳島県）
ナイムスのパネルと 徳島県では、男女共同参画社会の推進に顕著な功績の
リーフレット展示
あった個人又は団体に対して、その功績を称え、活動
パ ネ ル は 毎 年 作 成 意欲の醸成や活動の活発化を図るとともに、県民の皆
し、活動の記録とな 様に男女共同参画社会づくりに対してなお一層ご理
っています。

解いただくため、候補者を募集します。
＜推薦者＞①県、②市町村、③県内の各種団体
＊徳島県女性協議会は推薦団体です。

展示のようす

応募先：徳島県県民環境部 男女参画・人権課

7/9 のロバート・キ

男女共同参画担当

ャンベルさんの講

TEL088-621-2177

演会の時にたくさ

FAX088-621-2844

e-mail danjosankakujinkenka@pref.tokushima.jp

んご来場いただき
ました。

◆第 35 回高齢社会をよくする女性の会

全国大会 in

山梨「高齢者の元気が社会を変える」
（別紙）

◆ビアガーデン交流会
ビアガーデン交流会で暑さを吹き飛ばし、親睦を深
めました。三澤さんに（株）「柚りっ子」の商品を
ご紹介していただき、たくさん購入しました。
日時：7 月 3 日（日）18:00～20:00
場所：ｸﾚﾒﾝﾄ 6F 屋上ビアガーデン、参加者：7 名

徳島県婦人団体連合会が 2 泊 3 日のツアーを企画して
います。来年 8 月には徳島で全国大会を開催します。
日時：8 月 27 日（土）開会式 10:00～、鼎談 10:50～
記念講演会 12:30～13:10、セッション 13:20～16:50
大会フィナーレ 17:00～17:30
場所：甲府富士屋ホテル

クレメントホ
テルのお料理

主催：NPO 法人高齢社会をよくする女性の会
山梨県女性団体協議会、山梨大会実行委員会

は美味しかっ

申込み：8/8 まで県婦連事務局 FAX088-622-9667

たです。

◆事務局から
H28 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

◆「ゆめバンクとくしま」助成金授与式

口座名：NPO 法人協働プランニング NIMS

「ゆめバンクとくしま」にキャリアアップに役立つ

NIMS の組織（H28 7 月 27 日現在）
会員数 40 名（会員 29 名、賛助会員 11 名）

「アサーティブ・コミュニケーション」講座（講師：

