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「次世代女性リーダースクール」
修了しました！
！
７月３日に開講した、平成 22 年度「次世代女性リーダースクール」が
９月３日に修了しました。
スクールは、初日の広瀬知事の講話をはじめ、講座では、NPO 法人福
岡ジェンダー研究所の講師から、自尊感情の大切さや、自分らしくいら
れる場所（時間）を持つこと、将来の自分を描きながら「わたしの木」
を育てていくことなどについて説明があり、リーダーとして、また、組織
の一員として働くヒントをグループワークを交えながら学びました。
事例発表では、NTT 西日本九州大分事業部主査の江村富枝さんと、
NPO 法人ふれあい囲碁ネットワーク大分理事長の谷川真奈美さんから、
自身の体験についてお話しいただき、参加者へのアドバイスとエールが

グループワークの様子

送られました。
このスクールに参加いただいた皆さんが、ますます自分らしく
輝き、職場や地域で活躍されることを期待しています !!

NPO法人ふれあい囲碁ネットワーク大分
理事長 谷川真奈美さん

NTT西日本九州大分事業部
主査 江村富枝さん

◆消費生活等相談

097-534-0999（9：00〜17：30）

◆消費生活特別相談

097-534-0999

修了に当たってのアイネス所長挨拶

業務（行政）に関する連絡先
●

消費者行政に関すること（県民生活班）

●

男女共同参画行政に関すること（参画推進班）

第３日曜日（休館日）を除く日曜日 （13：00〜16：00）

◆食品表示110番

097-536-5000（9：00〜16：30）

牲097-534-2038
牲097-534-2039

◆男女共同参画についての申出 097-534-8477（9：00〜17：00）

月〜金曜日
（祝・休日を除く）

◆女性総合相談

097-534-8874（9：00〜16：30）

◆女性のための仕事相談 097-534-8614（9：00〜16：30）
◆県民相談

097-534-9291（9：00〜16：30）

●

NPO行政に関すること（県民活動支援班）

牲097-534-2052
●

その他（会議室利用等）のお問い合わせ（代表電話）

牲097-534-4034

消費生活のひろば

食品表示と食の安全
食品表示と食の安全・
・安心〜食品安全
安心〜食品安全・
・衛生課からのお知らせです〜
衛生課からのお知らせです〜
◆食品表示をチェックする◆
県では、食の安全・安心確保についての食品表示が適正に行われているか食品衛生法や JAS 法などの各担当機関が調査・
指導を行っていますが、消費者の目線で食品表示をチェックしてもらうため、これまで県民の方々に食品表示ウォッチャー
や食品表示民間監視員を委嘱し調査を行ってきました。22 年度からは、食品検査と食品表示の調査をあわせて食品表示モ
ニターとして消費者団体（５団体）へ委託しています。

食品表示モニターへの委託内容
●食品検査 100 検体（買上げ）
内容：食品添加物、残留農薬、
アレルギー物質
検査機関：衛生環境研究センター
●食品表示の調査
期間：H21.7 月〜 H22.2 月

食品表示について疑問や不適正な表示
については下記へご相談ください。
●食品表示 110 番
（大分県消費生活・男女共同参画プラザ〈アイネス〉内）

097-536-5000
●食品安全・衛生課

097-506-3056

◆
「食品表示出前講座」
をご活用ください◆
消費者にとって食品表示は日々の食品を購入する際に大切な情報源です。「消費期限と賞味期限はどう違うの？」「かつ
お節の原料原産地がないのだけど…」など、食品を購入する時に食品表示を見て疑問や不安を感じたことはありませんか？
食品表示を読み解くためのポイントや食品表示の決まり事などを知っていただくため「食品表示出前講座」を行いますの
でご活用をお待ちしています。
●おおむね 10 名以上の団体や研修会など
●所要時間
１時間程度
ご要望の場合は、097-506-3056 （食品安全・衛生課 食の安全・安心推進班） まで

「みんなでつくろう安心の街」
「全国地域安全運動期間」〜
〜10月11日から20日は
犯罪のない安全で安心な社会の実現は、県民のみなさんすべての願いであり、県民生活の基盤となるものです。大分県
消費生活・男女共同参画プラザ《アイネス》は、大分県安全・安心まちづくり協議会（会長 大分県知事 広瀬勝貞）の
事務局として、県民の防犯意識の高揚や子どもの安全対策の推進、県民総ぐるみによる振り込め詐欺被害防止等に取り組
んでいます。
全国地域安全運動期間中の 10 月 14 日（木）には、iichiko 総合文化センター音の泉ホールで「大分県安全・安心まちづ
くり県民大会」を開催し、防犯功労者・団体の表彰、防犯講話を行います。
これを機会に、皆さんも身近な防犯対策である『カギかけ』（住宅の戸締まりや駐輪時における自転車のツーロック等）
に取り組みませんか。
また、防犯広報啓発用ビデオを貸し出しています。自治会の研修、子供会等による防犯教室等にぜひご活用ください。
お問い合わせ
お申込みは

大分県消費生活・男女共同参画プラザ《アイネス》（県民生活・男女共同参画課）
電話：097-534-2038 FAX：097-534-0684 担当：原田（警察本部生活安全企画課 併任）

悪質商法の手口「出会い系サイトにご用心」
携帯電話を使った出会い系サイトで高額な利用料を請求される事例が多発しています。
例えば…無料のゲームサイトを利用中に、「悩んでいるタレントを元気づけてやって欲しい」、或いは「入院中で話し相手が
ほしい」等のメールが届き、気になったので返信したところ、「今度お会いしましょう」、「あなたのメールで元気が
出た」などのメールをもらってメール交換を継続。有料だとわかっていながら、「会ったときに通信料とお礼を支
払う」という相手の言葉を信じ、サイト料金を何十万円も使ってしまった。相手が待ち合わせ場所に現れなかった
ため、騙されたとわかった…
出会い系サイトの相手はサイト運営業者の通称「サクラ」（会員に成り済ました従業員）だと思われ、利用者の期待感
ややさしさ、後ろめたさにつけ込んだ悪質な手法です。立証は困難ですし、サイトには有料表示がされているため支払
い拒否もできません。このようなトラブルに巻き込まれた時はできるだけ早くお近くの消費生活相談窓口に相談してく
ださい。やりとりしたメールは削除せず、経緯の記録を残しておくことも必要です。

男女共同参画のひろば

No.47
平成

22「再就職サポートセミナー」参加者募集中!!
年度

出産や子育てなどでいったん仕事を離れてまた働きたいと思っている女性を対象に、再就職に当たっての知識やノウハウを学
ぶ「再就職サポートセミナー」を、宇佐市、大分市、豊後大野市、別府市で開催します。
●主 催：大分県消費生活・男女共同参画プラザ《アイネス》及び宇佐市・大分市・
豊後大野市・別府市
●定 員：各会場とも 30 名 （先着順・定員になり次第締切らせていただきます。）
※３日目は、受講者のうちフォローアップカウンセリングを希望する方５名
●参加費：無料
●その他：託児有り（満１歳以上就学前のお子さんが対象です。）
●内 容
時 間 帯

内

お問い合わせは、
大分県消費生活・男女共同
参画プラザ《アイネス》
まで !

容

講

師

等

13：30〜

開催あいさつ

主催者

13：35〜14：10

①女性の就業の現状とハローワークの上手な利用の仕方

ハローワーク職員

②就職活動スタートアップの注意点・自己分析・働く準備
③面接にこぎつけるための履歴書（職務経歴書）の書き方
④面接の受け方

キャリアカウンセラー・社会保険労務士

14：10〜16：25

２
日
目

13：30〜15：00
15：10〜16：25

①職場でのコミュニケーション力とビジネスマナー
②好感度ＵＰビジネスメイク術

キャリアカウンセラー
資生堂販売（株）大分オフィス

３
日
目

10：00〜16：00

フォローアップカウンセリング（45 分間程度／人）

キャリアカウンセラー

１
日
目

※宇佐市、大分市、豊後大野市、別府市の①開催日、②会場、③申込み先は、以下のとおりです。

宇佐市

①〈1日目〉10/19
（火）
・
〈２日目〉10/21
（木）
・
〈３日目〉10/28
（木）
②宇佐市勤労者総合福祉センター（さんさん館）
③●大分県消費生活・男女共同参画プラザ《アイネス》
●宇佐市人権同和啓発課
（電話：0978-32-1111・内線332）

大分市

①
〈1日目〉11/1
（月）
・
〈２日目〉11/2
（火）
・
〈３日目〉11/9
（火）
②大分県消費生活・男女共同参画プラザ《アイネス》
③同上

別府市

①
〈1日目〉11/12
（金）
・
〈２日目〉11/19
（金）
・
〈３日目〉11/26
（金）
②
〈１・２日目〉別府市労働者福祉センター
〈３日目〉大分県立社会教育総合センター
③大分県消費生活・男女共同参画プラザ《アイネス》

・
〈２日目〉11/18
（木）
・
豊後大野市 ①〈1日目〉11/4（木）

〈３日目〉11/29
（月）
②豊後大野市中央公民館
③●大分県消費生活・男女共同参画プラザ《アイネス》
●豊後大野市男女共同参画室
（電話：0974-22-1001・内線2028）

ご案内 男女共同参画地域・企業・若年者・団塊向け啓発講座
職場や地域で男女共同参画社会づくりについて学ぶ機会を設けてみませんか？
地域・企業・若年者・団塊世代のグループや各種団体にあわせた講師を派遣し、それ
ぞれに応じた啓発講座を実施します。
例えば…セクハラ・パワハラについて学びたい、「ワーク・ライフ・バランス」ってどういう意味？
※原則として１回あたりの時間が 60 分〜 90 分・参加者が 30 名以上見込まれる講座
〔お問い合わせ・お申込み先〕電話：097-534-2039 FAX：097-534-2057

県民活動支援のひろば
県内で様々な活動をされているNPO団体を訪問し、活動の状況などをお伝えします。

「NPO法人エー・ビー・シー野外教育センター」

第5回

平成 21 年度に県から提案公募型事業を受託し、不登校児童を対象に冒険教
育プログラムを実施した NPO 法人 ABC 野外教育センターの代表理事、藤谷将
誉さんにお話を伺いました。ABC とはそれぞれ「アドベンチャー」「バランス」
「チャレンジ＆ファン」の頭文字で、「 人
社会
環境
地球 など様々な
ものとのバランスをとりながら、自分の未知の領域に楽しく挑戦する、心と体の
冒険！」というような思いが込められているそうです。冒険を通して、生きてい
く上で必要なスキルを学んでもらう…という 冒険教育 による青少年の健全
育成をベースに、社会教育や国際協力の推進などに取り組んでいます。
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青少年（小学５年生以上〜大学生）に対する野外教育、環境教育、キャンプ、リーダー研修事業など
のほか、青少年に関わるあらゆる教育関係機関や地域活動団体を対象に各種研修や協働プログラムを実
施しています。また大人に対しても有効なプログラムであることから、企業研修や社会人のスキルアッ
プ研修も行っています。

●今後について
これまでの活動を振り返り、わかったことがあります。いくら有効なプログラムでも自分たちは１つの
手法でしかない、他の方たちと 連携 することでより効果的でより広がりを持つはず…ということで、
法人設立から 10 年目にあたる本年、連携・ネットワーク作り・情報提供を目的に『野外教育・体験教育
フォーラム』を開催します。
〔佐伯市（12/4 土）
・別府市（12/12 日）
・杵築市（12/18 土）
〕
また私たちの仲間もまだまだ必要です。まずは体験してみませんか？『ABC 体験プログラム（12 月・
１月）
』への参加者も募集中です。ほかにも 11 月のエコイベントでエコブースを出展予定。その為の大学
生リーダーと小学生のエコキッズも募集しています（先着順。定員で締め切ります）
。
【お問い合わせ先】0978-64-9127 http://www.npoabc.kuronowish.com/

協働事業 採択事業決定！地域課題の解決にNPOが取り組みます！
アイネス・ホッと通信№ 47 で募集した「平成 22 年度地域ネットワーク版協働型委託事業」について、８月 24 日（火）選定委員会を開催し、下記
の３事業を事業採択しました。これらの事業では、核となる NPO が各々の地域セクターと連携し、活動情報を積極的に情報発信することで、地域の
皆さんに認知され、支えられながら持続可能な NPO 活動を模索します。

慎成年後見制度普及啓発事業（実施地域：日出町）
● 実施主体：NPO 法人市民後見人養成・活動支援ネットワーク大分

理事長 山田靖熙

● 連携セクター：日出町、日出町社会福祉協議会、福祉施設など
● 事業概要：地域福祉関係者に対し、
「成年後見制度」についての理解向上、市民後見活動の普及のための

講習会を実施、高齢者が、いつまでも地域で暮らし続けることができる見守り体制の構築を図る。

振エコ交通の推進を行うことで地域音楽活動を応援する取組（実施地域：大分市）
● 実施主体：NPO 法人地域環境ネットワーク

代表理事 三浦逸朗

● 連携セクター：NPO 法人おおいたインディーズネット、府内五番街商店街など
● 事業概要：地域音楽イベント参加者に対し、エコ交通（公共交通利用）を推進し、削減される CO2 量に応じたインセンティブ（資金援助等）を

企業等からの協力を受け、参加者に付与する。エコと音楽の連携による新しいまちづくりのモデルを構築する。

新アーティスト・ビレッジ構想（実施地域：別府市）
● 実施主体：NPO 法人 BEPPU

PROJECT 代表理事 山出淳也

● 連携セクター：別府市、別府市中心市街地活性化協議会、別府市旅館ホテル組合連合会、別府市放課後児童クラブ連絡協議会、別府市老人クラブ連合会など
● 事業概要：街中におけるにぎわい創出のためのアートイベント等各種プロジェクトを地域セクターと連携して実施し、街中の交流人口の増加を図る。

★８月の新規認証団体：
「太陽（宇佐市）」
「denk-pause（デンク・パウゼ）
（大分市）」
「ニュー・トリノ
（大分市）」
ホームページで情報発信しませんか？ ◎おおいたNPO情報バンク『おんぽ』
（http://www.onpo.jp/）◎チャレンジ！県民運動（http://blog.onpo.jp/challenge）

電話097-534-4034
（代表） FAX.097-534-0684
soshiki/13040/

アイネス★ホッと通信・2010年10月号（平成22年10月１日 発行）／大分県消費生活・男女共同参画プラザ〈アイネス〉

＊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。

