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＜活動カレンダー・報告 ＞
【7 月】
27 日：ナイムスニューズ発送作業

（事務所,3 名)

＊講座終了後、講師を囲む懇親会を予定しています。
◆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？」

【8 月】

日時：平成 28 年 10 月 28（金）,29（土）,30（日）
10/28（金） アトラクション 13:30～、開会式
5 日：フレア委託事業事業計画作成・提出
基調講演 14:10～、交流会 17:30～
10 日：ホームページ改訂用資料作成
10/29（土） 分科会 9:30～、シンポジウム、閉会式
20 日：トクシマ恐竜展
（文化の森博物館,5 名）
10/30（日） 観光（角館、田代湖など）
30 日：日本女性会議 2016 秋田・フライト予約
場所：秋田県民会館、秋田市にぎわい会館など
【9 月】
参加者：7 名(ナイムス、男女共生ネット、リーダー連絡会)
2 日：日本女性会議 2016 秋田参加者案内送付
3 日：女性協議会役員会

（県庁,3 名）

フライトチケット購入

◆第 12 回 NPO・ボランティアフェア
（フレア,16 名） フリーマーケットを出店検討中です。
ナイムスホームページ勉強会（事務所,4 名） 詳細が決まりましたら後日連絡いたします。

7 日：女性協議会第 2 回理事会
8 日：講師派遣

（吉野川市西麻植会館,1 名）

22 日：ナイムスホームページ改訂
＜活動予定＞
◆フレアキャンパス 100 講座企画委託事業
アサーティブ・コミュニケーション講座＜実践編＞
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、
ｱｽｸ・ﾋｭｰﾏﾝ・ｹｱ ﾗｲﾌｽｷﾙ・ｾﾝﾀｰ講師）
開催日：平成28年11月26日(土)・27日(日)
内容： 第1日目 11月26日（土）10:00～17:00
ｱｻｰﾃｨﾌﾞ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ実践編Ⅰ
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

日時：11 月 3 日（木・祝）10:00～16:00
場所：新町川水際公園（新町川北岸、両国橋東側）
◆とくしま輝く女性・交流カフェ 2016（女性協議会）
ナイムスは県女性協議会の団体会員として活動に参
加しています。皆様のご参加をお待ちしています。
日時：11 月 13 日（日）15:00～17:45
日程：13:15～14:45 講演会（白石真澄さん）県主催
15:00～16:00 地域活動講演会
「女性パワーでまちおこし」
～「うだつマルシェ」の活動紹介～
講師：黒木公子さんほか
16:15～17:45 交流カフェ・パネル展示
場所：ときわホール、研修室
主催：徳島県、受託団体：徳島県女性協議会
参加費：交流カフェ 1000 円
＊パネル展示をご希望される方はナイムス事務所ま
でご連絡ください。TEL/FAX0883-24-7146
＜お知らせ＞
◆「輝く女性応援フェスティバル 2016」

場所：ときわプラザ（フレアとくしま）２Ｆ学習室

徳島県は、11 月に標記のフェスティバルを開催します。

定員：各講座 20名

詳細は同封のチラシをご覧いただき、各自お申込みく

参加費：資料代 1000円（専用テキストを使用）
主催：徳島県、受託団体：ナイムス
お申込み：ナイムス

TEL/FAX 0883-24-7146

e-mail:kyodo@mail.nims3.com

ださい。
期間：11 月 11 日（金）～13 日（日）
11/11(金)13:30～14:00 オープニング・表彰式
14:15～16:15 働く女性応援シンポジウム

18:30～20:00 講演会・落語

桂あやめさん

11/12(土)10:00～11:45 映画「サンドラの週末」
10:30～11:45 パパ向け育児・家事講座
13:00～15:30 みんなでわいわい多世代交流イベント
18:30～20:30 未来をデザインするライフプランセミナー
11/13(日)10:00～13:30 夫婦のパートナーシップ
13:15～14:45 講演会

白石真澄さん

15:00～17:45 とくしま輝く女性・交流カフェ 2016
（受託団体：女性協議会）
場所：ときわプラザ

福井県立博物館提供の巨大恐竜の骨格
◆講師派遣（隣保館北西ブロック女性部会研修会）

◆2016 フェスティバルあい「多様な生き方

あなたも

「男女共同参画社会について～国と県の取組から～」

出番です」

吉野川市人権課から講演依頼がありました。

基調講演「今変わろうとしている、男女共同参画」

日時：9 月 8 日（木）10:20～11:50

講師：桑原征平さん（元関西ＴＶアナウンサー）

場所：吉野川市西麻植会館

日時：10 月 30 日（日）13:30～15:00

講師：瀬尾、参加者：約 20 名

会場：あわぎんホール、参加費：無料

主催：県隣保館連絡協議会北西ブロック女性部会

期間：平成 28 年 10 月 30 日～11 月 27 日

講演のようす

場所：シビックセンター、内町公民館など
お問合せ：徳島市女性センター(TEL088-624-2611)

吉野川市人権教育

＜活動報告＞

推進協議会理事長

◆トクシマ恐竜展見学（国内研修）

の鹿児島先生もご

徳島県立博物館で、福井県立恐竜博物館との締結 10

参加いただきまし

周年記念として開催されたトクシマ恐竜展を見学

た。

しました。松島さんが facebook で繋がっている博
物館の鉄谷係長（社会科教諭）に恐竜展と常設展を

◆ナイムスホームページ改訂

ご案内していただきました。常設展には、徳島の自

ナイムスが設立されて 10 年経ちましたので、内容を

然や歴史、民俗資料がたくさん展示されており、恐

リニューアルしました。講座の申し込みもＨＰのフォ

竜展以上に興味深かったです。訪問当日は 4 万人目

ームからできるようになりました。スタッフブログも

の記念来場者があり、期間中の来場者数は 6 万人を

随時記載しますので、ぜひアクセスしてください。

を超えました。

http://www.nims3.com（今までと同じです）

日時：8 月 20 日（土）9:30～12:00
場所：文化の森・博物館
ガイド：鉄谷雅史さん（博物館係長）

文化の森
博物館入口で

◆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。

案内をしていた
だいた鉄谷係長
(左から２人目)
近代美術館で

郵便振替口座：01620-6-74496
口座名：NPO 法人協働プランニング NIMS
NIMS の組織（H28 9 月 28 日現在）
会員数 40 名（会員 29 名、賛助会員 11 名）

