1月

舞

︱︱

な っ て ︑家 族 の 安 全 と 交 通 災

害による遺児救済を目的に取

姫路城

一日一円運動より寄付

の一部を寄付したものです︒

委員会での審議を経て運用益

円感謝きょ金運動の会・運営

り組んでいる運動で︑一日一

大天守の

に役立て

人

さつの後︑

会長あい

が参加︒

で約

手前公園

日㈫︑大

2月

保存修理

平成の
﹃ 姥が石 ﹄
愛城募金

姫路市連合婦人会
活動始まる

日㈭︑ラヴィーナ姫

路において平成 年初理事会と

て︑今年もみんなで力を合わ

共同参画社会の実現に向け

住み良い地域づくりと男女

新春のつどいを開催しました︒

23

せてがんばりましょうと︑決

北川理事の祝

平成23年
20

意を新たにしました︒

▲運営委員会

美化活動
クリーン作戦で
街を美しく
る﹁ 平 成
の﹃ 姥 が
石 ﹄愛 城
募 金 ﹂
に︑市連

合婦人会一日一円感謝きょ金

運動の会が︑500万円を寄

付しました︒一日一円拠金

は︑市連合婦人会が主体と

城南線以

南︑十二所前線以北の大手前

通りを中心に︑姫路市連合婦

人会独自の美化活動を実施し

ました︒
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頭募金活動が実施されました︒

いて︑NHK海外たすけあい街

行する市

加して通

会長が参

月

名の校区

日㈭︑姫路市民会館

が開催され︑有馬妙子会長は

が︑第3部では岸田敏志さん

治賞・こうのとり賞・くすの

記念事業の第1部で兵庫県自

有意義で楽しい時間を過ごし

長はじめ会員多数が参加し︑

た︒姫路市からは有馬妙子会

姫路のまちを
美しくする

姫路市人権同和教育研究大会
日㈬︑姫路市立飾磨

美しくする運動協議会視察研

2月4日㈮︑姫路のまちを

開催されました︒全大会の後

市人権同和教育研究大会﹂が

中 部 中 学 校 に お い て ︑﹁ 姫 路

月

修が実施され︑姫路市連合婦
の分科会では︑姫路市連合婦

運動協議会視察研修

人会から有馬妙子会長はじめ
人会は女性の分科会に参加︒

日㈰︑姫路市文化セ

長と︑広峰校区の赤松千賀子
会長による実践報告の後︑討
議が行われました︒

名が参加しました︒

好評でした︒

イクル作品も展示され︑大変

会場には会員手作りのリサ

る内容でした︒

きる活動は何かについて考え

境に与える影響と私たちにで

環境問題﹂が行われ︑食の環

よる記念講演﹁食から見える

学院教授の大谷貴美子先生に

動報告の後︑京都府立大学大

﹁夏休み親子環境教室﹂の活

市川町消費者の会による

員約

され︑姫路市消費者協会の会

生涯現役フェスティバル
月

ンターで行われた﹁生涯現役
フェスティバルのこだわりシ
ニアファッションショー﹂に
姫路市連合婦人会から有馬妙
子会長はじめ河南眞稚子・岩
艶子副会長︑河田富貴子会計
の4名が参加しました︒
満席の会場からは︑工夫を
凝らした衣装に盛大な拍手が
寄せられました︒

省資源大会

2月1日㈫︑大阪ガス㈱
ディリパ姫路において︑中播
磨省資源運動推進大会が開催

した︒

国産食肉需要構造改善
対策事業
﹁料理セミナー﹂
2月7日㈪︑日本栄養専門
学校︵みかしほ学園︶におい
て︑食肉協同組合が主催する
料理セミナーが開催されまし
た︒前嶋節子顧問︑有馬妙子
会長︑北部・西部ブロックの
名が参加して︑牛肉と

生かすコツを伝授いただきま

プロの指導により︑素材を

ました︒

豚肉を使った料理講習を受け

会員

で︑中寺校区の河南眞稚子会

7名の本部理事が参加しまし

中播磨地域子育て
ネットワーク交流大会
日㈯︑市川町文化セ

終日笑顔に包まれました︒

など盛り沢山の内容で︑会場は

さんの講演︑地域交流フェスタ

こどもコンサルタント原坂一郎

リティー谷五郎さんの講演や︑

ホールではラジオパーソナ

は大賑わいでした︒

なり︑地域特産品販売コーナー

食の弁当はあっという間になく

が前日から準備した約2000

稚子副会長︑赤松千賀子理事ら

有馬妙子会長はじめ河南眞

会員多数が参加しました︒

会から大型バスや自家用車で

が開催され︑姫路市連合婦人

子育てネットワーク交流大会

ンターにおいて︑中播磨地域

月

明を受けました︒

倉峯相の里を訪れ施設長の説

あぼし︑石倉最終処分場︑石

います︒今年度はエコパーク

ついて学ぶ視察研修を行って

協議会では毎年環境問題に

今年の担当は北部ブロック

▲分かりやすい説明に納得
（エコパークあぼしで）

た︒

17

NHK海外たすけあい
街頭募金活動

この募金活動は︑海外の紛
民に募金

稚子副会長はじめ

争・災害・病気などで苦しむ
を訴えま

月4日㈯︑姫路駅前にお

人々を救うため実施されてい
した︒

姫路連合婦人会から河南眞

姫路市
青少年健全
育成市民大会
館において姫路市青少年健全
じめ会員多数が参加しました︒

において姫路市社会福祉大会

育成市民大会が開催されまし
開会の式典において姫路市
連合婦人会から竹中安美副会
長が表彰されました︒
第2部の記念講演はフリー
アナウンサーの羽川英樹氏に
よる﹁言葉ひとつでこう変わ
る〜地域のコミュニケーショ
ンの輪〜﹂で︑言葉の持つ力
や大切さをユーモアを交えて
話されました︒

自治賞を受賞されました︒
第2部では新春特別公演と

日㈰︑市川町文化セ
のコンサートが催されまし

して人情喜劇﹁銀の馬車道﹂

周年

き賞の表彰式がありました︒
ました︒

長寿食のコツを分かりやすく

家の程一彦氏︵＝写真︶で︑

等で活躍されている料理研究

開催しました︒講師はテレビ

食事学〜長寿食のコツ〜﹂を

し︑公開講座﹁健康を食べる

て︑姫路市消費者協会が主催

じあいめっせホールにおい

月3日㈮︑イーグレひめ

消費生活公開講座の開催

貢献しているとして︑兵庫県

よい地域社会づくりに大きく

り組み︑リーダーとして住み

福祉や環境問題に積極的に取

西校区の箭吹美恵子会長が︑

姫路市連合婦人会からは︑城

ンターにおいて︑開館

1月

箭吹理事が
県自治省に

した︒

加しま

数が参

理事多

じめ︑

会長は

馬妙子

た︒姫路市連合婦人会から有

日㈯︑姫路市市民会

姫路市
社会福祉大会

るものです︒

12
1月

10

しっかりと教えていただきま
した︒

▲熱心に話し合いました
▲身近な問題に聞き入りました

12

25

11
30

2
▲会場は熱気であふれました
▲聞き逃さないよう真剣です
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▲皆さん、
ご協力を！

自然派
こんにゃく作り
的形校区

しめ飾り作り
教室
砥堀校区

閉講式を︑健康料理講習と共

くりのしめ飾りで暖かい清々

され︑世代を越え︑楽しい時
を過ごしました︒︵ 江田順子 ︶

しく︑栄養のある食事作りを
していきたいと思い︑有意義
な時間を過ごしました︒
︵藤田達子︶

日㈯︑別所小学校体

別所校区

健康体操教室

月

日

㈬︑余部公民
館において第
5回生活学級
を実施しまし
た︒

日㈮︑JAふれあい

旭陽校区

米粉を使った
料理教室
1月
教室で﹁米粉を使った料理教
室﹂を行いました︒小麦粉の
代用品として開発された米粉
を使ったメニューを四品調理
しました︒

心を伝える
手話教室
大塩校区
2月5日㈯︑今年度最後の
生活学級で手話教室と修了式
を実施しました︒

マソング？
に合わせて
体操しまし
た︒
血行の良

深見真由美先生の指導のも
と︑押し花を貼った﹁お正月
おもてなしセット﹂を作成し
ました︒沢山の押し花の中か
ら思い思いに選び︑ランチョ
ンマット・箸入れ・箸置き・
ぽち袋等に押し花を貼り最後
に水引で飾り︑皆それぞれの
︵竹田順子︶

作品に満足充実した時を過ご
しました︒
輸入に
頼る小麦
粉中心の
生 活 か
ら︑米粉
を 見 直
し︑もっ
と使って
︵井口睦子︶

いかなければならないと思い
ました︒

まれた楽し
いひと時︒
修了式で
は︑共に学
んだ生活学
級の楽しさ
を改めて確
認し合い︑絆を深め合えたこ
︵大谷千鶴子︶

とに感謝しつつ会を閉じまし
た︒

について講演をしていただき
ました︒
取り調べのあり方や調査機
関のシステムを改善していけ
ば冤罪の発生も防止出来るの
ではと﹁取り調べの可視化﹂
の実現に向かって頑張ってお
られるとの事でした︒
︵北川ふみ子︶

るのに︑チョッ
ト便利な︑かさ
ばらない財布﹂
名が一

を作りました︒
受講生

喜一憂しながら制作し︑出来
上がった財布に大満足︒
その後︑一年間の反省会を
行いました︒
︵吉田喜美子︶

4
▲少しは若くなったかしら？

しいお正月を迎えることがで
︵田中生代︶

きると喜んでいただきまし
た︒
月
くなるマッ

日㈰︑しめ
育館で︑杉田勝子先生を講師
サージも教

月

飾り作りに挑戦しました︒事
に迎えて︑健康体操教室を開

年の瀬の
前にわら打ちされた稲わら

の指導の下︑こんにゃく作り
に︑山田公民館調理室にて行

姫路ろうあ協会からお迎え
した講師の方のユーモアあふ
れる語り口調に︑つい引き込

城陽校区

﹁取り調べの
可視化﹂について
2月2日
㈬︑赤松弁
護士を講師
に招き︑
﹁取り調べ
の可視化﹂

生活学級・
皮細工と閉講式
英賀保校区
英賀保校区婦人会︵河田富
貴枝会長︶は2月5日㈯︑第
6回生活学級閉講式と皮細工
︵財布︶作りを開催しました︒
玉井勝子先生ご指導の下︑
皮財布は﹁かばんの中に入れ

︵ 西川陽子 ︶

えていただき︑気分も若返

を体験しました︒ご夫妻で栽
いました︒無水鍋を使って五

押し花教室

きました︒日頃使うことの少

培された三〜四年ものの1㎏
品目の料理を作りました︒そ

余部校区

で︑〝左ない〟で縄を綯いま
す︒これが至難の技︑それで
も講師の田尻孝先生の手ほど
きで︑少しずつしめ縄らしく

以上あるいもを使い︑皮をむ
の後の試食では︑短時間で美

若くして一ノ谷の戦火に散っ
た平敦盛の空しさに触れる思
いでした︒寒い日でしたが︑
楽しい一日でした︒
︵小野榮子︶

12

整っていき︑裏白︑御幣をつ
けると立派なしめ飾りができ
あがりました︒
参加者の皆様からは︑手づ

フェルト
手芸教室
月6日

城北校区
城北婦人会では︑
㈪︑城北小学校で﹁フェルト

き︑ゆがき︑ミキサーにかけ
味しく簡単に出来ると大好評

今回は若い会員さんも参加

り︑楽しい時間を過ごしまし

▲お正月準備は万端

ない筋肉を︑いろいろな動き

11

た︒

として定着しています︒

20
22
28

手芸教室﹂を開催しました︒
岸本初子先生の指導で︑色紙
に﹁卯﹂の形をしたフェルト
を貼り付けました︒ほのぼの
とした白いうさぎの親子の出
支も1巡する程

来上がりに︑皆さん大満足で
す︒既に︑
続いていますが︑図柄も異な
り︑何よりも校区恒例の行事

ふれあい教室
閉講式
山田校区

た後︑炭酸ナトリウム水を加
でした︒食は生活の源であ

日㈯︑ふれあい教室

えながら辛抱強く練りまし
り︑生活の基礎となる大事な

1月

た︒この作業が仕上がりの出

日㈭︑バスで田崎真

太市校区

ふれあい教室
閉講式及び見学会
1月

珠の見学に行きました︒真珠
の善し悪しは︑巻きと照りで
決まると教えていただきまし
た︒その後︑震災後の長田に
号モニュメントを見学

復興の印として建てられた︑
鉄人

しました︒それから︑須磨寺
へ行き︑一弦琴を鑑賞しまし
た︒3曲演奏された中で﹁青
葉の笛﹂はなじみ深い曲で︑

▲恒例行事に若い会員も

12

ものです︒こうした講習会を

り︑冷まして出来上がりで
す︒思ったより体力を使いま
すが︑試食すると︑市販され
ているものとは全く違った感
動的な味わいでした︒

▲熱心な講義に気合いが入ります

でほぐし︑鉄腕アトムのテー

19

来を左右するとの事です︒後

日㈯︑長濱博ご夫妻

12
12

通し︑これからも家族に美味

月
27

は熱湯でゆがき︑冷水に取

11

▲米粉を見直しましょう

5

70

27

28

▲無水鍋でレパートリー増える

▲一弦琴に魅せられて

15

生 活 学 級
︵山崎早苗︶

▲こんにゃく作りに感動！
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第

回ふれあいコンサート

日の日曜日に開催され

豊富ふれあいコンサートが︑
月

1月8日㈯︑広畑集会所に

で鷹野秀

二公民館

豊富校区

船津校区
多くの出店の中︑船津町で
は︑自治会と婦人会でお餅と
ぜんざいを作ります︒
私たち婦人会が笑顔で販売
し て お り ま す ︒﹁ 新 米 で つ き
たて！毎年おいしい﹂と喜ば
れるお客様の声に︑とっても
うれしくなります︒
みなさんに食べていただき
たくて︑大きな声で元気いっ
ぱい頑張った2日間でした︒
︵難波恵子︶

日㈰︑網干市民セン

日㈭︑広峰校

清掃奉仕で心新たに
広畑校区

︵岩艶子︶

事業にと︑婦人会が魅力ある

た︒身を切る冷たい風が頬を
かすめ︑肩をすくめながらも
気持ちよく努め︑皆んなの心
が一つに成りました︒力を合
わせ輪が崩れず地域ボランテ
ィア︑子育て支援︑社会福祉

四郷︵見野︶校区
さんに大変喜ばれました︒会
員もビンゴゲームに参加︒交

日㈰︑早朝の雪空に

もかかわらず︑スタート時に
流 を 深 め ま し た ︒︵ 竹 中 安 美 ︶

さす中マップを手に阿保古墳
群を目指し出発︒今回は埋蔵
文化財センターで播磨の考古
学の先人﹁浅田芳明﹂の展示
を見学︒八重鉾山構居を越え︑
見 野 古 墳 群 に 帰 る 6㎞ コ ー ス
を設定︒近年にない寒さの中︑
婦人会は︑湯気の立つ豚汁と
おにぎりを用意︒参加者の皆

網干校区

︵清水貞子︶

ん福祉作業所に寄付しまし
た︒

広峰校区
の作法︑所作は慌ただしい
日々の生活の中にもずっと伝
︵西本量子︶

えていきたいものだと思いま
す︒

月

日㈮︑城の西公

︵箭吹美恵子︶

上がりました︒

きました︒楽しい会話で盛り

り付けて素晴らしい作品がで

と形良くなります︒金具を取

のあるテープできちんと張る

り切り︑財布の内側には粘着

に黒の線柄︒一枚の皮を型通

可愛いプリント柄と濃い紫色

講師は増本久仁子先生です︒

作り︶を実施しました︒

民館でレザークラフト︵財布

として

2回目の南部ブロック活動

レザークラフト教室

南部ブロック

ブロック活動

は300人が集合︒日ざしも

1月

第3回姫路古墳ロード歩こう会開催

チャリティーバザー
1月
ターにおいてチャリティーバ
ザーを開きました︒各家庭か
ら不用のギフトセットや手作
り品を拠出していただき︑市
価の半額以下で販売させてい
ただきました︒おかげさまで
毎回好評で沢山の方に来場い
ただき︑ほぼ完売しました︒
おでんも準備し︑250食が
完売でした︒利益金の一部
は︑社協網干支部とぬかちゃ

日㈬

幼稚園・小学校で初釜
1月

区婦人会は︑広峰幼稚園︑広
峰小学校で初釜を催しまし
た︒園児たちは少し緊張した
面持ちで茶道の先生からお辞

念じました︒

毎年︑新年を迎えるにあた
日

資質向上を高め寄与する事を

月

り︑地域の神社の境内や周辺
を清掃しています︒
㈰︑会員の健康や婦人会活動

ました︒この日は午後からあ
いにくの雨になりましたが︑

総勢130名以上の方が集ま

美先生の

を祈願しつつ︑掃除をしまし

が健やかに和やかに行える事
▲上手に歌えたかな

多くの方々が来場してくださ
いました︒私達婦人会員はプ
ログラム一番でコーラスで参
加しました︒週一回という数
ービスでお手伝いをしました︒

少ない練習でしたが︑本当に
上 手 に 歌 え て い ま し た︵ 笑 ︶︒
本当にありがとうございまし

り盛大に﹁新年交礼会﹂が開

着付教室

︵福永千津代 ︶

コーラスの後は︑舞台の裏

催されました︒広畑中学校筝

に参加し

儀の仕方やお茶のいただき方

▲たくさんの方々ありがとうございました

た︒

日㈯

曲部の華やかな琴の演奏で始

ました︒

等を教わりました︒可愛い小
さな手で一生懸命！そのほほ
えましい姿に保護者の皆さん
も笑顔で見守られていまし
た︒六年生は︑さすがに上手

16

方・無料コーヒー・お茶のサ

農林漁業まつり

月

姫路市北東部にある農業振
興センターで︑

中寺校区

日 ㈰ ︑﹁ 農 林 漁 業 ま つ り ﹂ に
参加しました︒

映画会﹁おとうと﹂と
落語会﹁三遊亭楽団治﹂
路いっぱい
に並べても

日㈯︑香寺健康福祉

センターでの︑映画会﹁おと
入りきれな

月

うと﹂は盛況で︑開場1時間
いほど︒
㈰には溝口

日

映画は無
公民館で三

月

以上前から入口には長蛇の列
が︒
料というこ
落語はテレビでしか見たこ

遊亭楽団治さんの落語会︒

年々参加者
とがないとおっしゃる方で会

ともあり
が多くなり︑
場いっぱいになりました︒
︵橋本菜摘︶

今年もパイ
プ椅子を通

広畑校区新年交礼会と着付教室

まり和やかな雰囲気の中で新

私は義母

広畑第二校区

年の門出を

の着物に

年前の嫁入道具の

祝いました︒

帯︒天国の親も喜んでいると
思います︒華やいだ雰囲気の
中︑親睦も深まりました︒

でした︒すばらしい日本古来

22

▲いらっしゃいと声かけ

13

︵桝三枝子︶

10

12

︵阿山里奈︶
日㈰に

また︑
月

は︑広畑第

19

10
11

6
▲寒さが身にしみる！
！

12

15
31
28
43

20

13

▲用意した600食は、
すべて完食！
！
▲ほら、
すごいでしょう
！

7

11

30

校区婦人会だより
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だより“あいめっせ”の紹介
あいめっせ は、男性も女性も対等な立場で、いきいきと生活できる社会を目指す活動拠点として平成 13 年 9 月にオープンし、
今年 10 周年を迎えます。
あいめっせ には「I message（アイメッセージ）」と「愛あるメッセージ」の両方の意味を込めています。性別にかかわりなく男性も
女性も「私はこう思う・私はこうしたい」というメッセージを発信することは、男女共同参画のキーワードです。このアイメッセージをも
とに、親しみやすく呼びやすい あいめっせ を愛称にしました。
あいめっせ では、あいめっせホール、創作室、料理室、フィットネスルームの貸館事業と学習啓発事業を行っています。
主な事業として、年間約 20 回の啓発講座・講演会や図書情報コーナーの運営、男女共同参画社会の実現を目指す市民団体（グ
ループ）に活動の場や情報の提供を行い、市民間の交流促進とその活動の支援を行っています。
また相談事業も行っています。
「女性のための相談室」
では、
女性問題カウンセラーが女性の抱えるさまざまな問題の相談に応じ、
月
1 回弁護士による無料法律相談を行っています。
「女性のための健康相談」
では保健師が女性の体やこころの相談に応じています。
そして「女性のチャレンジ支援事業」として「ひめじ女性チャレンジひろば」で、再就職、起業、地域活動、在宅ワークなどにチャレン
ジする女性に必要な情報を提供し、
「女性のためのチャレンジ相談」では、社会保険労務士が女性のチャレンジに関する相談に応じ
ています。

※情報収集提供事業について紹介
図書情報コーナー
・男女共同参画に関する図書、雑誌、行政資料など、
約 1 万 5 千冊を所蔵
・年 3 回（6 月、10 月、2 月）映画上映会を開催
・図書情報コーナー便り「ビュント」の発行

センターだより
「あいめっせ通信」の発行
男女共同参画情報誌
「ウエーブレット」の発行

ブロック活動

東部ブロック

日㈯︑大的市民セン

北部ブロック

1月

ターに7校区から約100名

22

笑う顔には福が来る

月

11

秋の好古園を訪ねて

22

日㈪︑

講師は︑三遊亭楽団治氏︒

の会員が集い︑楽しい笑いの

第一部の講演のテーマ﹁女性

﹁ 好古

おいて︑

が生き生きと生きるには﹂に

ひと時を過ごしました︒

北部ブ

ついては︑開口一番﹁そんな

園﹂に

ロック

こと︑簡単ですわ︒行き行き

したらいいんです︒﹂

婦人会

60

名が︑

午前と

家にすっこんでばかりでな

く︑あっちこっち行き行きす

午後の

二部に分かれて研修会を行い

ること︒なるほどと︑思わず

笑顔の大切さ︑コミュニ

ました︒

ケーションの大切さを笑いの

うなずいてしまいました︒

永善文先生で︑好古園の植物

講師は元姫路科学館長の家

の説明をしていただきながら

中で再確認できました︒

いに笑って︑

園内を散策しました︒

するとともに︑これまで知ら

大いに福をい

第二部は︑本命の落語︒笑

なかった植物の生態や特長を

ただき︑皆さ

紅葉で見事な好古園を堪能

生かした配置など︑興味深い

んが笑顔で帰

象的でした︒

話をたくさん聞くことができ︑

︵豊田多恵子︶
︵碇真知子︶

︵婦人会活動室︶

今後の活動予定

午後1時半〜

られたのが印

理事会

充実した研修会となりました︒

日㈫

▼三月

15

8

