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11月12日から11月25日は

「女性に対する暴力をなくす運動」期間です！
（＊11月25日は女性に対する暴力撤廃国際日）

女性に対する暴力根絶の
ためのシンボルマーク

女性に対する暴力（配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春、人身取引、セクシャル・ハラスメント、ストーカー
等）は、重大な人権侵害であり、男女共同参画社会を実現するために克服すべき重要な課題です。
この運動の一環として、
アイネスでは、
女性に対する暴力をなくす講演会や街頭キャンペーン等を実施します。
（県内各地域の行事は３ページをご覧ください。
）

講演会 :「過去とともに生きるということ
～性暴力サバイバーの戦いと回復～」
８歳で誘拐・性暴力被害を体験、人生のドン底を味わう。その後、非行・過呼吸症・
対人恐怖症・フラッシュバック・様々な依存症などの困難や病気を乗り越え、今を前
向きに生きる。
現在は、被害当事者としての声と「回復の先にある光」を伝えるための講演会をは
じめ、支援者の“こころのリセット”のためのお話会や、大人のための性教育講座、
前向きに進みたい人のための個人セッションなどの活動をしている。

日

時

平成 28年 11月 11日（金）13：30～15：10

場

所

消費生活・男女共同参画プラザ

講

師

性暴力サバイバー

２階 大会議室

工藤 千恵さん

工藤 千恵さん
15：20 ～ 16：50
講演会終了後に
映画「滝を見にいく」を上映します。
おばちゃんたちが悪戦苦闘する元気
いっぱいの映画をぜひご覧ください。

紅葉を楽しみ、
幻の大滝を見て、温泉で
監督・脚本：沖田 修一
ゆっくりのはずだった…７人の
『南極料理人』『横道世之介』
おばちゃん、山で迷う。

アイネス相談ダイヤル

月～金曜日（祝・祭日、年末・年始を除く）

申込方法：電話か E-mail にて氏名・連絡先をお知らせください。
申込・問合せ先：アイネス参画推進班

☎097-534-2039

E-mail:oita-sankaku@pref.oita.lg.jp

臨海産業道路

アイネスの貸し会議室 ご案内

アイネスでは、有料で会議室の貸し出しをしていま
す。30人規模の小会議室から150人規模の大会議
室まで各種会議室がありますので、ご利用ください。

業務（行政）に関する問い合わせ先
●消費者行政に関すること
097-534-2038（消費生活班）
●男女共同参画行政に関すること
097-534-2039（参画推進班）
●NPO行政に関すること
097-534-2052（県民活動支援室）

府

JR 大分駅府内
中央口（北口）から
徒歩約 15 分
「高砂町アイネス前」
バス停 目の前

OASIS●
ひろば21
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●消費生活等相談
097-534-0999（9：00 ～ 17：30）
●消費生活等特別相談 第３日曜日を除く日曜日
097-534-0999（13：00 ～16：00）
●食品表示110番
097-536-5000（9：00 ～ 16：30）
●男女共同参画についての申出
097-534-8477（9：00 ～ 17：00）
●女性総合相談
097-534-8874（9：00 ～ 16：30）
●男性総合相談
097-534-8614（9：00 ～ 16：30）
●県民相談
097-534-9291（9：00 ～ 16：30）

講演会の申込・問合せ先

消費
生活班

○アイネスでは、消費生活に関する基礎知識を身につけ、悪質商法や詐欺被害など消費生活に
関するトラブルを防止するために、さまざまな方を対象とした消費生活出前講座を実施して
います。
○講師料や旅費は無料です。ご希望の場所に消費生活相談員などが出向いて行いますので、お
気軽にお申し込みください。

高齢者・一般など

・高齢者サロン、老人クラブ、高齢者大学などで悪質商法
撃退講座を開催しています。
・地域包括支援センターの関係者、訪問介護ヘルパーなど
の高齢者を見守る方々も受講して、日々の見守りに役立
てられています。
・新入生や新入社員など、新たな生活をスタートした人たちを
対象に、消費者被害に遭わないポイントをお伝えしています。

児童・生徒・学生など
・小学生や保護者等を対象に、契約の話やクイズ形式の楽
しい講座を行っています。PTAや放課後児童クラブなど
でもご利用いただけます。

寸劇
・最近多い悪質商法の具体的な手口や撃退法を寸劇にし
て、わかりやすくお伝えしています。

講座申込について
・事前相談：テーマ、日時、会場を決めて、まずは電話でご相談ください。
（会場費はご負担願います）
・申込方法：申込書をFAX等で送ってください。
（申込書のダウンロードはこちら → http://www.pref.oita.jp/site/syohi/demae-kouza.html ）

お問い合わせ・申込先
大分県消費生活センター（大分県消費生活・男女共同参画プラザ《アイネス》）
〒870-0037 大分市東春日町１－１ NS大分ビル
電話：097-534-2038 FAX：097-534-0684 Mail：oita-shouhi@pref.oita.lg.jp

「アイネス消費生活情報メールマガジン」の配信登録をしませんか？
県内の消費生活相談の事例や悪質商法の手口、重大製品事故情報など暮らしに役立つタイムリーな情報をＰＣ版と
携帯版でメール配信しています。配信をご希望の方はお名前、お住まいの市町村、PC版・携帯版の別をご記入のうえ、
下記アドレスまで送信してください。

メールマガジン配信アドレス
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参画
推進班

「女性に対する暴力をなくす運動」
期間
県内市町村での関連講演会
臼杵市

竹田市

◆10月28日
（金）19:00～

ほっと館

◆11月9日
（水）18:00～20:00

講
演

師：リアライズYOKOHAMA 代表 橋本
題：
「WEN-DO こころをまもる護身術」

講
演

師：心理カウンセラー 松木 和美
題：
「DVの現状と児童への影響」

◆11月18日
（金）13:00～

明子

竹田市総合社会福祉センター

氏
講

臼杵市観光交流プラザ
氏

演

佐伯市

師：特定非営利活動法人イコールネット仙台
代表理事 宗片 恵美子 氏
題：
「災害に強い地域づくりのために」
～防災・減災に女性の力を生かす～

宇佐市

◆11月16日
（水）19:00～21:00

佐伯市役所

講 師：福岡市男女共同参画審議会委員
テーマ：男女共同参画講座

雁背

暁子

◆11月22日
（火）13:30～15:30

氏

講
演

「おおいた輝く女性ネット☆交流会」

宇佐文化会館

師：社会福祉士 明石 二郎 氏
題：
「人間らしく生きること」

おおいた女性リーダーセミナー

県内事業所から推薦された女性管理職（リーダー）等の方々のス

県内事業所から推薦された女性管理職（リーダー）を目指

キルアップや情報交換、異業種交流によるネットワーク化を進める

す方々のスキルアップやモチベーションアップを図るた

ための交流事業を実施しています。

め、全５回のセミナーを実施しています。

【今年度講師】
株式会社プラウド 代表取締役社長 山本 幸美
【全３回（予定）】
●今の時代に求められる女性リーダーとは？
●働きがいを生み出すチームのつくりかた
●１期生、２期生交流会 等

【第１回】９月14日
◇経験の振り返り ◇問題共有、予防策や解決策
【第２回】９月21日
◇リスクマネジメント ◇職場におけるハラスメント
【第３回】10月５日
◇コミュニケーションの円滑化
◇ティーチング・コーチング論、プレゼン力強化
【第４回】10月19日
◇女性のキャリア
◇ワーク・ライフ・バランス
【第５回】11月２日
◇私の目指すトップリーダー像

氏

「働きたい女性のための託児サービス」を実施しています！
結婚や育児、介護等でいったん退職した女性が再就職のための求職活動や面接・試験等に
参加する際、無料の一時託児を実施しています。
どうぞお気軽にご利用ください！
大分市

別府市

中津市

開設日時

毎週 月～金曜日
9:30～16:30
※祝日、年末年始除く

毎週 水・金曜日
9:30～16:30
※祝日、年末年始除く

毎週 月・水曜日
9:30～16:30
※祝日、年末年始除く

会場

アイネス
大分市東春日町1-1

別府市男女共同参画センター
あす・べっぷ
別府市野口原3030-1

中津市教育福祉センター
中津市沖代町1-1-11

申込期限

ご利用希望日の前日（午前中）まで
※前日が土日祝、年末年始の場合は
その前日（午前中）まで

定員
対象
申込先

ご利用希望日の２日前（午前中）まで
＊２日前が土日祝、年末年始の場合はその前日（午前中）まで
５名まで
満１歳以上～就学前のお子さん
℡：097-534-2039
大分県消費生活・男女共同参画プラザ〈アイネス〉
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県民活動
支援室

災害ボランティア ご存じですか ?
災害が起きたとき、ニュースでボランティアさんが活躍しているシーンを見る機会が増えました。
被災地で活動しているボランティアを「災害ボランティア」と呼びます。
「参加したいけど、どうしたら参加できるのかな ?」「どんな技術がいるんだろう ?」
そんな疑問にお答えします。

Q1 被災したお宅にいきなり訪問してボランティアをしてるの？
▼

いいえ。
「災害ボランティアセンター」
で紹介してもらったお宅に行きます。
必ず災害ボランティアセンターに行きましょう。

被災した市町村の社会福祉協議会が被災されたお宅とボランティアをつなぐ「災害
ボランティアセンター」を設置します。また、活動に必要なスコップや一輪車などの貸
出、ボランティアに必要な情報の提供もしてくれます。まずは、被災した市町村の社会
福祉協議会のホームページをチェックしましょう。
（災害の規模によっては災害ボランティアセンターが設置されないこともあります。
）

Q2 体力に自信がないんだけど、ボランティアできるの？
▼

力仕事以外にもやることはあります。
特技を活かしましょう。

▲平成 24年九州北部豪雨災害の際、日田市で活
躍するボランティア

水害の場合は物の運搬や泥出しが主な作業になりますが、災害の種類や、災害からの
時間でボランティアの募集内容も変わってきます。例えば、仮設住宅に入居した後の一
人暮らし世帯の見回りボランティアや、避難所での子ども支援ボランティアなど、さほ
ど体力が必要でないボランティアもあります。災害ボランティアセンターに問い合わ
せてみましょう。

Q3 どんな準備をしていったらいいの？
▼

ボランティアは自己完結が原則です。
自分の使うもの、
食べるもの等は全
て準備していきましょう。

被災地に迷惑をかけないことが原則です。自分の食べるもの、宿泊する場所、衣服な
どは全て持参・準備が原則です。
（スコップなどの道具は借りられます。）
また、現地に行く前に、お住まいの市町村の社会福祉協議会で「ボランティア保険」に
必ず加入しておきましょう。被災地は混乱していますし、衛生状態が良くありません。
夏であっても長袖長ズボン・安全靴着用で行きましょう。

▲水害の場合のボランティアの装備例
（発行元：認定特定非営利活動法人レスキュー
ストックヤード（名古屋市））

被災された方々は、
大きな悲しみの中で、
復旧・復興を乗り越えていき
ます。マナーを守って、
被災された方々に寄り添って活動しましょう。
●被災者の意思が最優先

●被災地で騒がない

●許可なくものを捨てない 等

大分 NPO 情報が満載 !

おおいた NPO 情報バンク「おんぽ」
「おんぽ」
とは大分県のNPOやボランティア情報を集約したとても便利なホームページです。
大分県内のNPO法人やボランティア団体の情報、
ボランティア募集情報、
NPOのイベント情報など盛りだくさんな内容です。
大分のNPOやボランティアを知るには、
まず、
「おんぽ」
で検索！

大分県消費生活・男女共同参画プラザ［ アイネス ］
〒870‒0037 大分市東春日町１‒１ NS 大分ビル 1F
ホームページ：http://pref.oita.jp/soshiki/13040/

TEL：097‒534‒4034（代表） FAX：097‒534‒0684
E メール：a13040@pref.oita.lg.jp

アイネスや「アイネスホッと通信」に関するご意見・ご感想をお寄せください。
アイネス★ホッと通信
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