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○ 「連携力による まちの魅力アップひろば」事業

「ほっとハウス」1 周年記念イベント
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☆☆☆☆☆ 平成 22 年度事業報告 ☆☆☆☆☆
★印は受託事業

★ 舞鶴市男女共同参画センター学習啓発事業
１、保育サポーター養成・支援講座

救急法・・・がんばれ！

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回

子どもの本と手作りおもちゃ

2、男性保育士による

【場所】フレアス舞鶴セミナールーム

【受講生】１４名
全員修了しまし た！

6/10（木）保育サポーターの役割・コミュニケーション
吉見 弓子さん
6/18（金）保育所見学・実習
中保育所
6/25（金）救急法
東消防署員
7/2（金）≪公開講座≫子どもの事故と虐待
家原 知子さん
7/6（火）子どもの本と手作りおもちゃ
仲野 恵子さん
7/14（水）子どもの心身の発達・食生活・病気
健康増進課 大草係長
舞鶴市の子育て支援・地域保育士として 中西 阿里さん（中保育所）
修了式・登録説明会
ファミサポアドバイザー

 何度か救命講習は受けたが忘れてました。AED は初めてだったのでよかったです。
 児童虐待の実態を見てかなりショック！小学生、中学生も虐待されている
ことにも驚き、悲しいです。通報の必要性を強く感じました。

新米パパのための育活講座

【講師】安久 嘉哲さん、森下 智哉さん
【場所】フレアス舞鶴セミナールーム【時間】13：30～15：30
 11/7 （日） 子育てハッピーアドバイス＆フリートーク
 11/21（日） 夫の言い分、妻の言い分 本音でトーク
 12/5 （日） 子どもと一緒に遊んでみよう！！

 元気でやさしい、頼れる保育士さん。男性保育士さんのご活躍を
大いに期待しています！

★ まいづるファミリー・サポート・センター夏季交流会（料理教室）
 とても楽しくお料理が出来うれしかったです。
 普段顔を会わすことのない方との交流ができ、
まかせて会員さんと違う形での交流もできてよ
かったです。また企画してください。
 子どもと一緒に参加できたらもっとよかったです。

梅位階

【日時】7 月 10 日（土）10：00～13：00
【講師】堀 祥子さん（舞鶴料理学院）
【参加人数】20 名【託児人数】15 名
【メニュー】冷やしパスタ
ラタトゥイユ（野菜いっぱいの重ね煮料理）
アイス入りマンゴープリン

ファミサポ交流会では初めての料理教室で新鮮
でした。笑顔がいっぱいで子どもも満足

★ まいづるファミリー・サポート・センターまかせて会員・両方会員交流 会
【日時】11 月 16 日（火）10：00～12：00
【場所】フレアス舞鶴 多目的ルーム
【講師】川島 昌子さん（まかせて会員）
【内容】ゆらゆら福うさぎ（布で作る置物）
【材料費】500 円
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まかせて会員：まかせて会員さんの自宅での一時預かりや
保育所・学校への送り迎えなどをしてくださ
る方のこと。
おねがい会員：仕事や外出などで、お子さんの送り迎えや
帰宅するまでの間預かって欲しい方のこと。

②

 我を忘れて真剣に仕上ました。
 不器用ですが集中してどうにか出来
上がりました。

☆☆☆☆☆ 平成 22 年度事業報告 ☆☆☆☆☆
★印は受託事業

★ 交流活動支援事業
1、市民活動支援
第1回

『フレアス舞鶴登録団体交流会』

【場所】フレアス舞鶴セミナールーム

活動分野

【日時】7 月 15 日（木）13：00～15：00
【参加者】5 団体 13 名
 各団体の方の意見は勉強になりました。
 重曹の普及活動をやっていきたいです。
 小さな事から実行していくことの大切さを学びました。
ここから交流の輪が広がることを期待しています。

『環境保全』



第2回

活動分野

【日時】7 月 20 日（火）10：00～12：00
【参加者】6 団体 15 名
 交流会のあと、市内でまちづくりに取り組んでいる 2 団体から活
動事例をご紹介いただき、意見交換を行いました。
 2 団体が大変な努力をされているのに感心しました。
 他の団体と交流を深め、お互いに協力していきたいです。
 これからの活発な交流が期待できる結果となりました。

『まちづくり』

第 3 回 活動分野

【日時】7 月 22 日（木）10：00～12：00
『保健・医療・福祉』 【参加者】12 団体 25 名
 昨年に引き続き 2 回目の交流会です。各団体の活動の様子がよくわか
りました。
 様々な活動を積極的にされていることを知り、心強く思いました。
 今後もつながりを大切にしていきたい。
第 4 回 活動分野
おいくし

【日時】7 月 27 日（火）10：00～12：00
【参加者】11 団体 25 名
『子育て関連』
 昨年の交流会のあと他団体との交流を深め、一緒に活動された報
告もありました。今後も交流活動の報告が増えるといいですね！
 各団体のバイタリティー溢れる活動に感心しました。
 地域子育て支援保育士が参加され、交流や連携ができると
いいなと思いました。

1、女性のチャレンジ支援

『子どもサイエンス教室』～好奇心を育てる楽しい科学～

 チャレンジ講師を募集した中で選ばれた講座です。簡単な理科実験を通してサイエンスに親し
み、理科学習が「楽しい」と感じるよう、
「なぜ？」の疑問を解消し楽しく実践します。
【講師】田中 小満さん（理学博士）
【場所】フレアス舞鶴セミナールーム 【時間】19：00～20：00【参加者】男子、女子
第 1 回 10/ 7（木）「空気はパワフル！真空の世界ってなあに？」
15 名、3 名
第 2 回 10/28（木）「なぜ色が変わるの？反応ってなあに？」
14 名、3 名
第 3 回 11/11（木）みんなで「エコ・リサイクル」について考えよう！ 10 名、1 名
第 4 回 11/25（木）「光の不思議をみてみよう！」
14 名、2 名

 4 回で終了は残念！もっと続けて欲しいです。
 この教室に参加して、理科がいっそう好き
になりました。
 子どもたちにも保護者にも好評でした。センター
初！子ども対象の講座でしたが、子どもたちのパ
ワーのすごさに圧倒されました！
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☆☆☆☆☆ 平成 22 年度事業報告 ☆☆☆☆☆
★印は受託事業
平成 22 年 10 月 24 日（日）
10:00~15:00（9:30 開場）
会場：舞鶴市中総合会館全館
《キャッチフレーズ》 おいで おいで みんなでおいで
ブース名

イベント内容

セミナー

ちびっ子ひろば

実施団体名

ルーム

朗読 ～ちょっと楽しんでみませんか？～

多目的

太極拳体験教室

ルーム

西洋式レイキサークル

ミーティング

ルーム前
交流

霊気

舞鶴東地区更生保護女性会

「薬物乱用防止啓発ビデオ放映」

舞鶴更生保護女性会
実行委員会

喫茶コーナー

ミニ喫茶「舞」

（クレインズ’舞）

〔子育て・介護支援事業〕
子育て用品・高齢者用品などの

実行委員会

記念にどうぞ！

コーナー
相談
ルーム

いとうみよこさん

「似顔絵コーナー」
京都府女性チャレンジ相談

託児
ルーム

ミニ喫茶「舞」

（金井 和枝さん）

「リユース広場」
作業

奈奈

西洋式レイキサークル

サロン
通路

こだま会

鶴太極拳同好会

絵てがみ作り

ルーム
ミーティング

朗読ボランティア

5階

京都府
チャイルドねっと

託児します！

似顔絵コーナー



2階

ブース名
乳幼児

ガールスカウトと遊ぼう、

検診室

ピンポンパン

多目的
ホール
幼児
郷土料理の試食

イベント内容

ルーム前
通路

郷土料理の試食
ファミサポ会員募集 PR

実施団体名
ガールスカウト京都 35 団
舞鶴市
食生活改善推進員協議会
まいづる
ファミリー・サポート・センター

まいてフェスタの写真展示

実行委員会

はがき・印紙・切手のご用命は 舞鶴市女性センター内事務局まで！
4④

TEL:63-3305

FAX :62-0872

☆☆☆☆☆ 平成 22 年度事業報告 ☆☆☆☆☆
★印は受託事業
ブース名

イベント内容

実施団体名

オープニング

実行委員会

つる輝き賞 授賞式
（受賞団体／文化交流しおかぜの会）

コミュニティ
ホール

つるの会ゆめ基金審査委員会

わくわくアニメ上映会
それいけ！アンパンマン「ブラックノーズと魔法の歌」

じんけんフェスタフレアス舞鶴 10 周年記念

舞鶴市

講演会「みんなが主人公」
～自分らしく輝く未来を～
講師／ピーター・フランクルさん

通路

「つるの会ゆめ基金」成果発表

料理教室
研修室①
研修室②

会議室

和室①②

講演会「みんなが主人公」

舞鶴自閉症児者の住みよい
地域づくりをすすめる会

舞鶴友好都市（国）のティー＆スイーツ
NPO 法人

イギリスのティー＆スイーツの試作と試食

舞鶴市国際交流協会（MIA）

MIA 語学教室の紹介

イギリスのティー&スイーツ

親子ビーズ教室

福島イツヨさん

「ダンスドールのストラップ作り」
大人も子どもも楽しめる手芸体験と
手芸・絵手紙の作品展示

401

4階

「まほうの棒でくるくるマフラー」
「ミニがまぐちキーホルダー」

南舞鶴女性の会

心の健康「あなたの眠りの常識は

自主グループひまわり

まちがっていませんか」
仲間による作品の展示、小物販売

京都府こころの健康推進員

3階

ブース名

京都府中丹東保健所
イベント内容

手芸作品の展示

実施団体名

保育士さんと共に心と身体の成長をうながす

301
会議室

302
引揚体験の話し

会議室
303
会議室
健康
チェック室
集団
検診室

親子リズム遊びと赤ちゃんマッサージ
手づくり体験

新聞ちぎり絵
ロープ人形・タオルハンガー
引揚体験の話し
楽しい親子体操教室
人権擁護委員による人権なんでも相談

歯とお口の健康チェック
乳がん自己検診法
「あなたのおっぱい大切に」

楽しい親子体操教室

通路

新婦人の会

PR ポスター・ドラえもんバッジ
プレゼント！

引揚記念碑を守る会

舞鶴女性の会
舞鶴市
京都府歯科医師会・
歯科衛生士会
京都府中丹東保健所
社会福祉協議会
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☆☆☆☆☆ 平成 22 年度事業報告 ☆☆☆☆☆
★印は受託事業
ブース名

1階

玄関前

イベント内容
活動 PR コーナー

「ほっとハウスの PR コーナー」

実施団体名
NPO 法人
舞鶴市女性センターネットワークの会

実行委員各団体・個人の活動紹介
ロビー

〔女性起業家支援事業〕
チャレンジねっと

心と体にアロマテラピー

ブース名

東側
駐車場

視聴覚室

実行委員会
一般募集

ふれあい市場

「心と体にアロマテラピー」
アロマ体験

イベント内容

実施団体名

模擬店

あけぼのフェニックス
京都府女性の船
ステップあけぼの舞鶴支部
生活研究グループ
中音商店
中舞鶴婦人会
ふれあい工房
舞鶴父子会
NPO 法人
舞鶴市女性センターネットワークの会

Mother’s hand

屋外

模擬店

 午前中はかなりの人出でしたが、午後から雨が降ったりやんだりで人出が止まったようです。
 今回は模擬店に初の「ハンバーガー」が登場しました！
 回を増す毎に皆さんの手際が良くなり助かっています。次年度には問題点をしっかりと見直して、もっ
と自慢できるフェスタを目指しましょう！
 11/12（金）には反省会を行いました。

○ 「地球のステージ」を後援しました。
【日時】7 月 17 日（土）18：30～年間国際医療支援活動を続けている医師：桑山紀彦さんが撮りた
【場所】舞鶴市商工観光センター5 階 コンベンションホール
世界の紛争・貧困・災害の地で、20
めた映像と、出合った人々の「輝き」をオリジナルの音楽と語りで伝えるもので、子どもも大人も楽
しめる感動のライブステージです。
【主催】地球のステージ舞鶴実行委員会

○ 「日本女性会議 2010 きょうと」に参加しました。
【開催日】10 月 1 日（金）～3 日（日）

【場所】国立京都国際会館及び市内各所

10/１（金） 分科会 14：00～16：30

10/2（土） 全体会 10:15～15:00

本会理事会メンバーより 5 名が、11 もの分科会
の中からそれぞれに選んで参加しました。

本会理事会メンバーより 6 名が参加しま
した。

◆◆INFORMATION◆◆

『舞鶴市女性センター』から『舞鶴市男女共同参画センター』
（フレアス舞鶴）に変更されたのを
機に、本会も名称変更します。平成 23 年 1 月末までに事務局までご提案ください。
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☆☆☆☆☆ 平成 22 年度事業報告 ☆☆☆☆☆
★印は受託事業

○ 市議会議員さんとの意見交換会
【日時】7 月 21 日（水）19：00～21：00

【場所】フレアス舞鶴

セミナールーム

【参加者】28 名

【テーマ】地域医療について

パ
ネ
ラ
ー
の
皆
さ
ん

高橋 秀策様（創政クラブ議員団）
和佐谷 寛様（鶴声クラブ）
高田 堅一様（翔友会議員団）
上羽 和幸様（公明党議員団）
後野 和史様（日本共産党議員団）
浅野 良一様（市民フォーラム舞鶴）
フォーラム

 意見交換の内容は、市民の関心の高い「市民病院問題」に集中しました。
 病院の再編にはパネラーの皆さん全員賛成のようですが、問題はその捉え方の違いだということです。
 パネラーの方々の意見を聞かせていただき、私たちの知っていることはほんの表面の一部分だけだと
言うことがよくわかりました。
 果たして病院再編はなるのか？これからもしっかりと見つめていきたいですね。

○ 京都府地域力再生コラボ博覧会に出展しました。
 「てんぷら廃食油回収活動」・

「まいてフェスタ」・
「ほっとハウス」の PR を行い
ました。

～コラボ博覧会～
10 月から 12 月の期間中に行われる、京都府内の地域活動団
体が主催するイベントや行事の、共同 PR 活動の総称です。

◆◆INFORMATION◆◆
講演会

講師：江村 利雄さん（元 高槻市長）
「亭主の代わりはないけれど、市長の代わり
はある」と、妻の介護を理由に市長を辞任し
大きな反響を呼んだ元高槻市長。自身の体験か
ら「生きる手助けだけでなく、自立を信じるこ
とも介護」と考え、
“心の介護”の大切さを語る
と共に、介護する者にとってどんな支援が必要
かを話していただきます。

町角で見かける『白いポリタンク』に
廃食油を入れて下さい！
どなたでもご利用いただけます。

協力者募集中！
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☆☆☆☆☆ 平成 22 年度事業報告 ☆☆☆☆☆
★印は受託事業

「連携力による まちの魅力アップひろば」事業
★ まいづるの女性による まちのコンシェルジュ事業
☆ 交流会とお化け屋敷

【開催日】8 月 28 日（金）
【場所】ほっとハウスとほっとサロン
【参加者】18 名

 ほっとハウスで交流会をした後、お化け屋敷を楽しみました。
 京都新聞社会福祉事業団 子育て仲間を応援助成金を受けて
「ほっとサロン」をもっと知っていただくために開催しました。
もちろんお子様でも大丈夫なやさしいお化け屋敷です。

☆ 買い物ツアー

楽しいひとときで
した。お化け屋敷は久
しぶりに入りました。

？

【開催日】11 月 20 日（土）

【参加者】4 名

 大浦地区 親海公園からループバスを利用して、スタッフが
バス停から同行して八島商店街
での買い物をサポートしました。

小学生の子どもは『バス・
エコファミリー』の取り組み
を利用して、往復バス代無料
で参加できました。
バス・エコファミリー

ゆっくり巡るとお得な商品
やおすすめ商品が見つかりま
す。あれこれ買っちゃいました
が、どれもお値打ちで大満足！

平成 22 年 11 月の土・日・祝
のみ、大人 1 人につき同伴の小
学生以下 2 人まで無料になりま
す。（定期券利用は除きます。）

◆◆INFORMATION◆◆

 チャレンジャーさんが「ボックス・かご・壁」をレンタルして、手作りグッズ・アクセサリー、
野菜、アロマグッズ、アートフラワーなどを委託販売できます。
 チャレンジャーさんが企画したお菓子作りなど、「厨房」をレンタルして実施できます。
 チャレンジャーさんが企画した講座など、レンタルスペースで実施できます。
 カフェスペースをレンタルして、『My カフェ』体験はいかが？

チャレンジャーさんのクリスマスクッキー

厨房の様子

カフェテーブル

チャレンジャーさん
のブーケとリース

http://hothouse-mj.net/
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⑧

電話 0773－63－3305
ファックス 0773－62－0872
メールアドレス
jyosei-net@mxe.nkansai.ne.jp
ホームページ
http://npo-maijyo.net/

