平成

年8月6日㈯第

回姫路お城まつり2日目の総おどりに︑姫路市連合婦人会員約200名

播州段文音頭﹁国宝姫路城物語﹂﹁千姫物語﹂等︑櫓の上で歌われる民謡と大太鼓に合わせて︑

は真っ赤なハッピ姿で参加しました︒

62

第62回
23

市内の各種団体総勢約2︐000名が播州音頭を踊りました︒

第

代お城の女王に

日㈫︑婦人会事務局を

本美咲さんが︑7月

ん︑川上千晶さん︑灰

選ばれた黒田舞香さ

44

訪問されました︒

1
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第

日㈯姫路市

外務大臣の代理他多数の来賓
から各ブロックの優勝チー

ロックの勝敗が決定し︑午後

回姫路市連合婦人会

年6月
による始球式の後︑ABCD

バレ�ボ�ル大会

平成
回
ム︑網干垣内・広峰A・城

立中央体育館において第
の各ブロックに分かれて熱戦

姫路市連合婦人会バレーボー
れ︑総合優勝︵姫路ケーブル

西・旭陽Bで決定戦が行わ

各ブロックの組み合わせ
テレビ杯︶は旭陽Bチームに

は︑あらかじめ6月
キャプテン会議で抽選により
日㈰に高砂市総合体

育館で行われる兵庫県婦人バ

9月

午前中に

決定しました︒

輝きました︒

日㈯の

が繰り広げられました︒

ル大会が開催され︑8校区
チームの婦人会員が参加しま
した︒
石見利勝市長・大倉俊已議
長はじめ赤松正雄衆
議院議員・

日㈫にかけ
て福山市女性連絡協議会と岡

日㈪〜
なってからも︑国内外約

山市連合婦人会との交流研修

7月

300カ所を訪問︑研究をさ

を行いました︒
名がバ
スで出発︑車中なごやかに歌

日に婦人会理事
多種多彩の世界遺産があり︑

を合唱して︑バラの町福山市

中の岩にある小さな穴まで︑

危機遺産というのもあるそう

れてしまった建造物でも復元

いう理由だそうです︒破壊さ

く︑将来のビジョンがないと

いのは︑独特の形状ではな

富士山が世界遺産にならな

れば良いのにと再会を願いつ

て話し合い︑もっと時間があ

いの現状報告と問題点につい

あります︒交流会では︑お互

る男女共同参画センター内に

連絡協議会は福山ロッツにあ

に到着しました︒福山市女性

されて登録された場所もある

つ︑宿泊先である鞆の浦のホ

です︒

そうです︒知っているようで

テルに向かいました︒磯の香
り漂う古い町並みも夕日に映

知らない世界遺産のお話を聞
くことができました︒

Aブロック優勝
Bブロック優勝
日は︑8時に岡山へ向け

えて楽しい泊まりでした︒

網干垣内チーム
広峰Aチーム
城西チーム

レーボール大会には︑旭陽・

旭陽B

網干・広峰校区のチームが姫

Dブロック

理事研修

城北

路市の代表として出場します︒

地域啓発講演会
ワ�クライフバランス講演会�
子育てしながら
世界遺産めぐり

6月 日㈭︑
婦人会活動室
において︑フ
リーアナウン
サー久保美智
代氏の講演会を催しました︒

広畑B

れています︒大自然から︑山

独身の頃から︑結婚し母に

城西

各ブ

日㈪︑婦人会活動室

新聞のための
デジカメ研修
5月
において︑神戸新聞姫路支
社︑写真記者中西大二氏を講
師にお迎えして︑デジカメの
撮影などの研修会を実施しま
した︒

画面の中になるべく空間を

Cブロック

松本剛
明

兵庫県婦人大会
平成
年度

の兵庫
県婦人
大会が
7月6
日㈬︑

今まで本紙に掲載されたもの

講師が撮影された写真や︑

森公苑
を使って︑記事のための写真

丹波の

ホールで盛大に開催されまし

オープニングは︑氷の川太

作らない︑人の表情を写すな

の写し方を学びました︒

鼓でにぎやかに始まりまし

ど︑実技をまじえながら︑ス

た︒

た︒挨拶の後︑広畑校区の岩

ナップ写真ではない記録とし
名の会員

していただきました︒

に︑2時間みっちり︑研修を

ての撮影の基本を

理事が︑兵庫県連合婦人会会
員表彰をうけられました︒
井戸県知事による﹁東日本
大震災の復興支援と防災・減
災への備え﹂と題しての講演
会がありました︒
会場は︑自然豊かで緑多き
所で︑森林
浴を満喫
し︑有意義
な大会とな

旭陽A

13

りました︒

中寺

25

18

25

23

て出発︑岡山市連合婦人会と
の交流で岡山中央公民館にて
皆さんとお会いしました︒
HOTトライアングルで以前
お目にかかった婦人会の皆さ
んと岡山市の現状と問題点に
ついて話し合いをしました
が︑本婦人会と同じような問
題に突き当たっています︒有
意義な交流会を終え︑吹屋ふ
るさと村と頼久寺︵高梁市︶
に寄り歴史の勉強をして帰路
につきました︒
︵山田福美︶

2
3

網干大江島 勝原アリエル

広峰A
13

12

旭陽Bチーム

広峰B
Bブロック
12

Cブロック優勝

広畑A
網干垣内 勝原マカイラ
Aブロック
11

総合優勝（Dブロック）

敢闘賞
3位
準優勝
優勝
11

30
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和の小物づくり
中寺校区
第3回生活学級を︑7月
日㈮︑溝口公民館で開催し︑
洗濯ばさみを利用したメモク
リップをつくりました︒講師
はいつもお願いしている地域
の手芸店の小幡てるこさん︒
見本の作品を見て﹁かわい
い﹂と言っていた人たちも自
分で作るとなるとなかなか上
手くいかなくて⁝︑顔は目と
口がポイントと思いながら頑

女性として豊かに
生きるために

小野の国宝浄土寺に
研修旅行
人

城西校区
6月6日㈪に︑学級生
で国宝浄土寺を拝観︒

折り紙建築
砥堀校区

7月

日㈰︑折り紙建築と

名の参加がありました︒

氏に︑教えていただきました︒

を ︑砥 堀 公 民 館 長 の 渡 邊 久 晃

いうあまり耳慣れない紙細工

17

ったです︒
山南町薬草薬樹公園の遊工
房でハンカチを染め︑素晴ら
しい作品に感動︒

城北校区
年度生活学

︵ 柳田由美子 ︶

参 画 の 実 践 の 必 要 性 を 感じま
した︒

網干校区

日㈬︑台風の為開催

旭陽校区

日㈬︑赤十字奉仕団

︵板倉敦子︶

えていただきました︒

言われ絵本選びの大切さを教

ことばに出会う最初の本﹂と

﹁子どもにとって絵本とは︑

に他の方も参加されました︒

ふた葉教室の親子さんを中心

されましたが幸い雨も降らず

当日は︑台風の影響が心配

した︒

いて講演を行っていただきま

保育園にお招きし︑絵本につ

小寺啓章先生を︑網干れんげ

して︑元太子町立図書館長の

活動の﹁子育て支援事業﹂と

7月

いて防犯教室を開催しました︒

網干警察署生活安全課長を招

参加をしていただき︑講師に

が危まれたが︑当日は多数の

7月

防犯教室開催

▲寺尾館長による講演

︵箭吹美恵子︶

日㈫︑

開講式と
第1回生活学級
6月
級開講式と第1回生活学級を
開催しました︒﹁男女共同参
画﹂についてあいめっせ寺尾
館長︵当時︶にお話ししてい
ただきました︒昨年にも講師
として︑お世話になりました
が︑回を重ねる度に私達も知
識も増し︑今回は川柳風のク
イズに挑戦しました︒結果は
ほとんどの方が全問正解でし

張った結果は﹁男の子みた
い﹂﹁女の子かしら﹂と作り
手に似てそれぞれ個性的︒
このようにみんなで時々集
︵橋本菜摘︶

まるのも楽しいという感想を
持ちました︒

主婦とは⁝家庭内では厚生
労働大臣︵？︶家族の健康の
基礎作りの役割でもありま
す︒
元気に明るく生きるため
に︑病気の予防と早期発見が
大切です︒女性に多い乳が
ん︑自己触診の習慣を身につ
けよう︒食中毒予防に手洗い
の励行で指の間から手首まで
しっかりと洗う︒健康で生き
るために顔の表情筋をよく動
かして︑頬がたれないように
︵三輪智子︶

も対応出来るよう︑男女共同

糊付け

和やかに︑焦らずに少しず
つ︑カットと折りと

日㈬︑花の北市民広場の料

水上校区婦人会では︑7月

水上校区

で終 了しました︒︵ 植 村あや子 ︶

間を作る事が望ましい︒﹂との話

れる人 達が安 心 出 来る生 活 空

るか？それは社 会の弱 者といわ

の起きにくい地 域づくりができ

最 後には︑
﹁ どうす れば犯 罪

得しました︒

を聞いて皆は首を振 り 振 り 納

く︑相手は騙しのプロ との話

れ な い と 思 う 人程騙されやす

れ︑
皆爆笑でした︒自分は騙さ

は大いに役 立 ちま す ︒﹂と 話 さ

大好きな井戸端会議が︑防犯に

地 域 力の向 上にも なり 皆 様の

﹁ 防 犯は限りなく 続 く 活 動で︑

︵田中生代︶

て楽しみました︒

な ど の 作 品 を 作っ

も︑すずらん︑鶴

がりました︒他に

クローバーが仕上

の作業を続けて行くと︑不思

▲国宝浄土寺にて

立 像 は 鎌 倉 時 代 の 快慶作で︑

▲針に糸が通らない !

議︑不思議︑立体的な四葉の

木造阿弥陀如来と両脇侍

36

530㎝ もあって素晴らしか

た︒少子高齢化の社会変化に

▲できるかな？
▲皆さん、集中しての聴講の様子
▲絵本を読んでいただき、子どもたちも思わず、前へ前へ!!

23

しましょう︒常によく歩きま
しょう︒

理教室で︑赤十字奉仕団の子
育て支援事業の一環として︑
﹁夏休み子ども料理教室・災
名が参加

害時に役立つ料理作り﹂を行
いました︒小学生

し︑短時間で︑豚汁・おにぎ
り・ゆでたまごができあがり︑
にぎやかに試食しました︒デ
ザートのゼリーも大好評で︑
参加の一年生から思わず﹁お
かわり﹂の声が出てみんなを
笑わせました︒
︵岩井迫信子︶

▲おいしいよ !

生 活 学 級
余部校区

21
27

20
20

21

4
5

17

29
▲つねに健康で過ごそう!!
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日㈰︑広畑婦人会は

畑

ふれあい教室で
フラワーアレンジメント

キャッシル真和を
訪ねて

婦人会
ふれあい教室

向きアレンジを教わりました︒

を中心とした︑グリーンの夏

ターの奥田理夏先生にハーブ

六月︑フラワーデコレー

ピングを企画しました︒この

巡りと田崎真珠見学とショッ

また7月に神戸人気スイーツ

リーの講習会を開催しました︒

今年度に入り5月にはゼ

豊富校区

アーティチョーク・紫陽
日はあいにくの雨でしたが︑

山田校区

花・モンステラ・グリーン
午前中に田崎真珠の見学と

船津校区

ピックなど八種の材料︵造
ショッピング︑お昼は映画の
でランチ︑午後は皆様良くご

花︶をオアシスにさしていき
材料は本物同様に作られた
存知の三田のエス・コヤマで
ショッピングを楽しんでいた

音楽サロン
﹁七夕﹂
勝原校区

︵紫陽花︶に迎えられて
だきました︒

上がり︒置いても吊っても飾
キャッシル真和を訪問しまし
︵福永千津代︶

れます︒短時間でしたが︑賑
た︒通路の壁には入所されて
おいて︑教養講座として﹁七

日㈫︑勝原公民館に

やかに︑夢中で過ごしました︒
いる方々の作品が飾ってあり

7月

︵難波恵子︶
ンが100名を超す参加者で
一部・二部に分かれ︑ウク

開かれました︒

職員の方々の明るい対応と

レレ講師と講座生の皆さんで︑
ラ︑そしてティータイムを取

入所されている方々への心暖
見学者の後日談で 私︑今

りながらオカリナ演奏等︑懐

ウクレレ演奏︑ハワイアンフ

からこの施設に予約しておこ

︵藤田

幸︶

広峰校区
日㈬︑施設見学会を

︵ 池 内 ひ ろみ ︶

した︒

︵田中万代︶

一緒に過ごす楽しいひと時で

かしい歌を参加者の皆さんと

た︒

な時間を過ごす事が出来まし

ゾーン﹂に挑戦したりと貴重

防災災害等の﹁3つの体験

防災プラザと消防指令室へ︒

思い車両乗車も体験︒最後に

行当時の映像をみて懐かしく

ションを見学︒モノレール運

たばかりの手柄山交流ステー

た︒午後は今年4月に開館し

療の素晴らしさを実感しまし

施設が集結し日本科学産業医

学公園都市へ︒最先端の研究

実施しました︒最初に播磨科

6月

施設見学会

日でした︒

いました︒とても有意義な一

うかなぁ〜 という声も出て

かいケアに感動しました︒

に案内して頂きました︒

職員の方には施設内を丁寧

夕﹂をテーマとした音楽サロ

最後に小鳥と巣を添え出来

物と空想の物もあるそうです︒
日㈰に雨に咲く花

▲防犯プラザにて

ロケ地になった神戸の磯上邸

6月
26

ます︒

▲先生、
どうですか？

ました︒

く思いました︒
︵酒見宣子︶

ごされて︑私たち会員は嬉し

でき︑暑い夏のひとときを過

様々なイベント事業を実施しています︒

姫路市から補助金を受けて

コミュ二ティ活動の推進を図るために︑

校区婦人会では︑地域内の女性による

女性コミュニティ活動

広
7月
広畑市民センターで西播磨交
響楽団を招いて︑ファミリー
コンサートを開きました︒今
年の女性コミュニティー活動
の一環で子育て支援です︒校
区全体に呼びかけ250名が

名の音色は素晴らしい

生の演奏に耳を傾けました︒
団員

（折りばらふくやま、
又は福山ローズで
検索して下さい。）

12月 6 日㈫

ものでした︒楽器も紹介され

11月23日㈬
11月26日㈯

ました︒中でも﹃おもちゃの

12

作り方は、
インターネットで
詳しく作り方が
のっています。
11月17日㈭・18日㈮

シンフォニー﹄では保育園児

11月16日㈬

から小学生まで打楽器をもっ

▲シアワセ!!

10月29日㈯

て一緒に参加しました︒楽し
そうでした︒最後にソロで上
山瑞穂さんがチゴイネルワイ
ゼンを演奏されたとき会場は
水を打ったように静かに聞き
入りました︒素晴らしい音楽
会が皆さんの心を癒すことが

10月 5 日㈬

みんなで節電に協力しましょう!

10月1日㈯・2日㈰

兵庫県バレーボール大会
旭陽、網干、広峰校区出場
（高砂市総合体育館）
環境フェスティバル
（大手前公園）
赤十字奉仕団災害訓練
（あいめっせホール）
女性文化大会
（あいめっせホール）
姫路市同和教育研究大会
（増位中学校）
男女共同参画全国都市会議 in ひめじ
（市民会館 イーグレひめじ）
揚善会（播州信用金庫）
中はりま地域子育てネットワーク大会
（神河町グリンデルホール）
消費生活公開講座
菊地幸夫弁護士講演
（あいめっせホール）

9月18日㈰

6
▲盛り上がりました

7

福山市女性連絡協議会交流会場で
見つけました。
あなたも作ってみませんか。
今後の活動予定

校区婦人会だより
24

48
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だより
【第21回男女共同参画全国都市会議inひめじ開催】
11月17日
（木）、18日
（金）
の両日、 あいめっせ が開館10周年を迎えるのを記念して、
「第21回男女共同参画
全国都市会議inひめじ」
を開催します。
この会議は、全国の行政担当者と市民が集まり、男女共同参画に関するテーマを研究討議することで、男女共同
参画についてより多くの皆さんに知っていただくために開催するものです。
1日目は、溝口恵美子さんと田中信正さんのジャス演奏による
オープニング、内閣府による基調報告、記念講演及び分科会
などを行います。
記念講演は、小説家の玉岡かおるさんに「播磨発・それが私の
じ ぶ んどう

自分道」
と題して、子育てや介護経験のこと、小説家玉岡かおる
と旅立ちなどについて、
ご自身の体験談を交えお話しいただき
ます。
また、分科会は「センターのあり方」、
「ワーク・ライフ・バラ
ンス」、
「意思決定の場への女性の参画」、
「配偶者等からの暴

▲第1回実行委員会の様子

力防止対策」の4テーマについて、
それぞれ研究討議及び意見交換を行います。
2日目は全体会を行い、各分科会で議論した内容を報告します。
その後、男性学の研究で知られる京都大学大学院教授の伊藤公雄
さんを講師に迎え、総括講義をしていただきます。
いずれのプログラムも申し込みが必 要で、
「 分 科 会と全 体 会 」
（共通）
は参加料（1，
000円）
が必要になります。
その他オープニング、
内閣府基調報告や記念講演については無料です。
お申し込み、
お問い合わせは下記まで。
11月17日㈭
時間
内
容
13：00 オープニング
13：15 開会式
13：45 内閣府基調報告
記念講演
玉岡かおるさん
14：20
｢播磨発・それが私の自分道｣
じ ぶ んどう

16：10

分科会

▲都市会議シンボルマーク

11月18日㈮
時間
内
容
9：30
全体会
分科会報告
総括講義
伊藤公雄さん
｢これからの男女
共同参画｣
11：30

閉会式

この会議は、市民が主体となって企画や運営
に携わっています 。是 非 、
この機 会にご参 加い
ただき、男女共同参画や あいめっせ について、
より知っていただくきっかけになればと思います。
皆様のご参加をお待ちしております。

▲都市会議スケジュール

＜お問い合わせ＞
〒670 0012 姫路市本町68番地290 イーグレひめじ3階
第21回男女共同参画全国都市会議inひめじ実行委員会事務局
（男女共同参画推進課）
TEL：079(287)0803 FAX：079(287)0805
電子メール：i-messae@city.himeji.hyogo.jp
URL：http://www.city.himeji.lg.jp/i-messae/toshikaigi/
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