※掲示・回覧・配布をお願いします。

大分県消費生活・男女共同参画プラザ

愛称

アイネス（i-ness）
新しい時代の消費生活、男女共同参画を自らが
考える場を意味しています
i…愛情・情報・私

ne…新しさ（＝new）次の時代
（＝next） s…消費

s…参画

No.59
2011.6
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と通信

プラザの体制が強化されました！
県民やＮＰＯ、企業等との連携・協働の取組をさらに強化するため、大分県消費生活・男女共同参画
プラザ「県民活動支援班」を「県民活動支援室」に拡充するとともに、消費者行政の推進体制を強化する
ため、
「県民生活班」を「消費生活班」及び「総務管理班」に再編しました。
（平成23年5月 実施）

拡 充・再 編 前

拡 充・再 編 後

県民活動支援班

県民活動支援室

●ＮＰＯ行政に関すること

●ＮＰＯ行政に関すること

消費生活班
県民生活班

●消費者行政に関すること

総務管理班

●消費者行政に関すること
●会議室利用等に関すること

●会議室利用等に関すること

参画推進班

参画推進班

●男女共同参画行政に関すること

●男女共同参画行政に関すること

◆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

業務（行政）に関する連絡先
●

消費者行政に関すること（消費生活班）

●

男女共同参画行政に関すること（参画推進班）

●

NPO行政に関すること（県民活動支援室）

●

会議室利用に関すること
（総務管理班）

●

その他のお問い合わせ（代表電話）

☎097-534-2038

第３日曜日（休館日）を除く日曜日 （13：00〜16：00）

アイネス
相談ダイヤル
月〜金曜日

（祝・休日を除く）

◆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）

☎097-534-2039
☎097-534-2052
☎097-534-2062

◆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）

発行：大分県消費生活・男女共同参画プラザ

☎097-534-4034

消費生活のひろば

アイネス消費生活情報メールマガジンを配信しています。
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、啓発講座等のお知らせなど、消費生活に関する
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。

配信事例
○未公開株をめぐるトラブルに注意！ No.035
○賃貸アパートの契約トラブル〜退去時に請求された高額な修理代〜
No.036
○自転車用幼児座席リコール情報 No.036
○気をつけて！若者に多いトラブル事例 No.037
○貴金属等の訪問買い取りにご注意ください！ No.038
○有害サイトから「子どもを守りましょう！」No.040
○アイネス消費者ウィーク２０１１を開催します No.04１
※「特定商取引法違反の訪問販売事業者等に対する行政処分」や
「消費者安全法」の重大事故等に関する情報も迅速に配信します。

情報をコンパクトに
まとめた携帯版も
あります。

ＱＲコードはこちら

配信を希望される方は、お名前、メールアドレス、お住まいの市町村、
ＰＣ版・携帯版の別をご記入のうえ､
大分県消費生活男女共同参画プラザのメールアドレス（a13040@pref.oita.lg.jp）までお申し込みください。

ロールプレイングで学ぼう！ 消費者教育教材 の 紹介
新しい商品やサービスが登場し、便利で豊かになる一方、高齢者を狙った悪質商法や若い世代に多いインターネット取
引によるトラブルなど、消費者被害は後を絶ちません。
こうした中、消費者トラブルを防ぐには、消費者自らが判断力・交渉力を磨き、商品の価格や契約金額は適正か、契約
を取り消すにはどうしたらいいのか、など契約やお金に関する基本的な知識や技能を身につけることが大切です。県では、
学校の授業や地域の講座などで活用していただくため、以下の「体験的参加型の消費者教育教材」の貸出しを行ってい
ますので、ご活用ください。

ロールプレイングで学ぶ消費者トラブル
君ならどうするこんなとき！Part2
◆対象…概ね中学生以上
◆事例数（シナリオ数）21
◆携帯、ネットに潜むワナ、子ども、若者、主婦、高齢者に多いトラブル事例

悪質商法対策ゲーム
◆対象…概ね中学生以上
◆人数…１グループ４〜５名
◆ゲーム時間…15〜20分
◆契約やお金に関わる問題を扱った教材

「ストップ悪質商法」
〜県・市町村の公用車がステッカーをつけて走ります〜

市町村や県の他部局の協力を得て、現在、県内をくまなく走る
公用車に「ストップ悪質商法 うまい話にご用心 大分県」「悪質商
法に気をつけて ご相談はお早めに 大分県・市町村」と記載した
ステッカーを貼付し、県民の皆さんへの注意を促すとともに消費
生活相談窓口の利用を呼びかけています。
ステッカーを貼付する公用車の数は1000台。県を挙げて悪質
業者を撃退します。

アイ ネス の 公 用 車
にも貼付しています

男女共同参画のひろば

アイネス男女共同参画ウィーク2011開催のお知らせ

参加料
無料

「男女共同参画週間」にちなみ、男女共同参画社会づくりに関する講演会や映画講座、団体・グループ
の自主的な企画による様々なワークショップ等を実施します。皆さまのご来場をお待ちしています。

開催期間 平成23年６月25日（土）〜６月28日（火）の４日間
場
所 大分県消費生活・男女共同参画プラザ《アイネス》
※

事前申込

は、事前にお申込ください。予約された方優先です。
事前申込

事前申込

事例発表＆講演会
６月25日（土）13：15〜

定員300名

◆事例発表……13：20〜13：50

大分県男女共同参画推進事業者顕彰受賞者
社会福祉法人 安岐の郷
鈴鳴荘 施設長 髙橋とし子 さん

◆映

映画講座＆トークショー
６月26日（日）13：00〜

定員200名

画……………13：00〜14：50

『隠された日記 〜母たち、娘たち〜』
2009 年、カトリーヌ・ドヌーヴほか

◆トークショー……15：00〜16：00

各世代を代表する女性３人によるトークショー

◆講 演 会……14：00〜16：00

ワークライフバランスの実現に向けて
〜会社と家庭にもたらす効果〜

●
●

講師 渥美 由喜（あつみ なおき）さん
（内閣府ワークライフバランス交流会アドバイザー）

コーディネーター 海原みどりさん（OBSアナウンサー）
パネリスト 日野直子さん（NPO法人おおいた豊後ルネ
サンス理事長）
・坂口洋子さん（ジョブカフェおおいたキャ
リアカウンセラー）
・深町絵里さん（フリーアナウンサー）

ワークショップ
６／ 25
（土）

６／ 26
（日）

10:30〜12:00

小会議室１

絵本を通じた子どもとのコミュニケーション
〔おおいたパパくらぶ〕

定員 20名程度

10:00〜12:00

小会議室２

男女共同参画なくらしをシミュレートする
〔ヴィー（男女共生を考える会）〕

定員 30名程度

10:30〜12:00

小会議室１

テレビＣＭで、男女共同参画チェック!
〔
「風」−おおいたー〕

定員 20名程度

10:00〜12:00

小会議室２

13:00〜15:00

小会議室１

６／ 27
（月） 13:00〜15:00

小会議室２

※高校生以上

わたしたちもできる!!〜甲木さんに学ぶＤＶ被害者支援のあり方〜
定員 30名程度
〔ＮＰＯ法人 えばの会〕
事前申込

事前申込

自分力でキラキラ♪
〔国際ライフ＆メディカルコミュケーション協会〕

定員 30名程度

心に寄り添い気持ちを受けとめます
〔傾聴ボランティアそよかぜ〕

定員 20名程度

※女性のみ

※女性のみ

13:00〜15:00

大会議室 寸劇 ―女性の年金と自立―
（前面） 〔男女共生グループ玉手箱〕

定員 50名程度

10:30〜12:30

大会議室
（前面）

定員 30名程度

６／ 28
（火） 13:30〜16:00
10:00〜12:00

事前申込

フラワーセラピー「生活の中に癒しを」-花で心とからだを癒す〔花セラピー〕

大会議室 進めましょう!わたしの町の男女共同参画を
（前面） 〔男女共同参画ステップアップ・おおいた〕
小会議室２

事前申込

みんなでお絵かきを楽しもう!
〔アイネス女性総合相談員〕

※小学生以上

定員 50名程度
定員 10名

女性の権利110番（弁護士による無料相談） 女性の権利に関するさまざまな相談に弁護士が電話でお応えします。
面談による相談を希望される場合は、事前予約が必要です。
6月25日（土）10:00〜15:00

相談・事前予約電話

097-534-8874

★開会に併せて、無料の託児サービスも実施します。サービス利用をご希望の方は、６／17（金）までにお申込みください。
※満１才以上就学前の幼児が対象です

【お問合せ・お申込み先】
大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス）参画推進班

☎(097)534-2039 FAX(097)534-2057

県民活動支援のひろば

NPO
訪問
第13回

ＮＰＯ法人 ＢＥＰＰＵ ＰＲＯＪＥＣＴ
（ベップ・プロジェクト）
平成22年度地域ネットワーク版協働型委託事業を受託し、アーティスト・ビレッジ構想 に取り組ん
だ
『NPO法人BEPPU PROJECT』
企画事業課長の林 曉甫
（はやし・あきお）
さんにお話を伺いました。
アーティスト・ビレッジ構想 では、拠点スペースの一つ platform（プラットフォーム）04 を「アー
ティスト作品のセレクトショップ」化。客はショッピングしながらアートを楽しめ、アーティストは芸
術活動（作品）が少しでも収入になる環境を得られ、街中にも人が出入りし、少しでも経済が循環するこ
とで活気を得られる――という、まさに「アートが持つ可能性を社会化し、別府というまちを創造する」
活動です。
【BEPPU PROJECTホームページ：http://www.beppuproject.com】
●いま取り組んでいること
私たちのミッションは「アートが持つ可能性を社会化し、多様な価値が共存する世界を
創造する」です。
イベント団体だと思っている人もいるかもしれませんが「さまざまなアー
トの力で、別府をもっと魅力的で人の集まるまちにしたい」と活動を行っています。
アート
（＝ものの見方は人によって違う・視点によって違う）が日常の中に存在する別府は、面白
くて、誰にとっても 居場所 となれる可能性があるまちだと思いませんか。
【スペース】拠点となるスペース運営【プロジェクト】日常的にアートを紹介するイベント
や講演会【フェスティバル】大規模集客交流事業の企画・運営
●今後について
11月を「ベップ・アート・マンス」とし、様々なアートイベントを11月に集約、いろんなイ
ベントに参加できるフェスティバルを開催します。プログラム内通貨の導入やまちにいる
地域コンセルジュ の育成なども検討しています。
このフェスティバルの目玉「ベップ・ア
ート・アワード2011」で作品を公募します。賞金は100万円。詳しくはホームページをご覧
ください。

経営基盤強化

行政や企業等との協働 を考えているNPO等の方々へ

大分県新しい公共支援事業 のご案内
大分県新しい公共支援事業 では、
「新しい公共」の拡大と定着を図るために、
「新しい公共」の担い手となるNPO等に対し
て経営基盤の強化のためのサービスを提供するとともに、NPO等が行政や企業等との協働により地域の課題に取り組む活動
を支援します。
主なサービス内容
・NPO等向けＩＴ研修会や訪問型によるＩＴ支援
・寄附文化を考えるフォーラム等開催、市民参画による市民
ファンドの設立・運営、職能を活かしたボランティア活動
促進制度等
・NPO経営のための経営指導専門員養成、ソーシャルビジ
ネス講習会、ＮＰＯへの個別経営支援の取組など
※事業実施期間は、平成25年３月31日まで。
詳しい内容は、８月頃に大分県庁ホームページ等で発表予定。

「新しい公共」
とは
「 行 政 」だけ で は 実 施 できな い 分 野 の サ ービス
を官 民 協 働 で 担っ たり、市 民 、ＮＰＯ、企 業 等 が 公
的 な 財 や サ ービ ス の 提 供 に 関 わって い くとい う
考え方。住民の多様なニーズにきめ細かく応える
サ ービ ス が、市 民 、ＮＰＯ、企 業 等 に よりムダ の な
い形で提供される社会のことです。

★４月の新規認証団体「六郷（豊後高田市）」
「猪の瀬戸湿原保全の会（別府市）」
「リラクセーション桜（大分市）」
「大友氏顕彰会（大分市）」
「福祉の里なかつ応援団（中津市）」
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）
至別府
県道大在大分港線

ソフトパーク

市役所
国道197号線

県庁

春日町
小

国道

10

号線

住吉川

オアシス
ひろば21

迂回路

GS

アイネス

大分IC

オアシス
ひろば21

通行止

大道
陸橋

大

分

駅

国道10号線

大道小
大道トンネル

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大分ビル内）
電話 097-534-4034(代表) FAX 097-534-0684
ホームページ http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/
Ｅメール a13040@pref.oita.lg.jp
アイネス★ホッと通信・2011年6月号（平成23年6月1日

＊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。

発行）／大分県消費生活・男女共同参画プラザ《アイネス》

