※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
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ホ
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験
実
教
の
室
し
開催しました！
ら
く
子
親
み
休
夏
アイネスの他、県内４地域（臼杵市、津久見市、杵築市、豊
後大野市）において、大分大学工学部技術部の協力をいた
だき、電気やＬＥＤのしくみ、省エネルギーなどについて学
ぶ「夏休み親子くらしの実験教室」を開催しました。
５会場合わせて、47組（108名）の参加があり、児童や保
護者たちからは「自分で作ったり見たりしたことで、電気の
ことがよく分かった」
「また参
加したい」という声が多
く寄せられました。

アイネス会場

ＬＥＤのミニライト作りや
万華鏡作りの他、ロボットの
走行実験なども行いました！

豊後大野会場

◆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

受講料 平成23年度消費者力養成講座
無 料

「暮らしハッピー消費者スクール」受講生募集！

「モノを買う、使う、捨てる、食事をする、テレビを見る・・・」私たちの日常のほとんどが消費生活と言えます。
こうした中、皆さんが毎日の暮らしを安心して楽しく過ごすことができるよう衣食住の知識や悪質商法の対処法などを
気軽に学んでいただく消費者スクールを開催します。
このスクールでは、関心のある科目を自由に選び、受講することもできます。
皆さん、
この機会にぜひ参加してみませんか？
家事

力を高めた
い
パパなどの
参加も
大歓迎です
！

【プログラム（全８科目）
】◆全てのプログラムは、(財)日本消費者協会の講師により実施◆

日

時

１ 10月 6日（木）
２
３
４

時

間

10:00〜12:00

13:00〜15:00
10:00〜12:00
10月11日（火）
13:00〜15:00
10:00〜12:00
10月19日（水）
13:00〜15:00
10:00〜12:00
10月24日（月）
13:00〜15:00

内

容

内容の一部

消費者力とは 今、なぜ消費者力が必要なの？
「電子マネー」って、どんなものがあるの？
生活経済
携帯電話を使用するときの注意点は？
サービス
衣生活
クリーニングのトラブルを避けるためには？
住宅リフォーム時にトラブルを避けるためには？
住生活
契 約
「口約束は契約ではない。」って、正しいの？
注文した覚えのない
「カニ」
が送られてきた。
どうしよう！？
悪質商法
食生活
食生活で一番大切なことは？
地球環境を悪化させないために実践できることは？
環 境

【対
象】一般県民
【定 員】 50名（定員になり次第、締め切らせていただきます）
【場
所】大分県消費生活・男女共同参画プラザ《アイネス》２階 大会議室
【申込方法】ＦＡＸ、
メール、郵送
【申込・問合せ先】大分県消費生活・男女共同参画プラザ《アイネス》 電話：097-534-4034 ＦＡＸ：097-534-0684
〒870-0037 大分市東春日町１−１ ＮＳ大分ビル内 E-mail:a13040@pref.oita.lg.jp 担当:河部
【申込期限】９月26日（月）
※11月６日（日）に(財)日本消費者協会主催の「消費者力検定」をアイネスで実施します。
（検定料2,800円は自己負担）
あなたの 消費者力 を試してみませんか？

安全・安心まちづくり県民大会のお知らせ
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）では、
「県民の防犯意識の高揚等」
「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撲滅」を活動方針として『犯罪のない安全で安心なまちづくり』の推進に取り組ん
でいます。
この度、県民の防犯意識の高揚等を図り、地域安全活動への参加機運を醸成することを目的として『大分県安全・安心ま
ちづくり県民大会』を開催します。
大会では、防犯活動功労者等に対する表彰のほか、基調講演として、子どもを守るための研究を幅広く行っている国崎信
江さんから、子どもの防犯対策として地域・学校・家庭で何ができるのかを事例を交えながら講演いただきます。奮ってご参
加ください。

日

時

会

場

主

催

参 加 者
催事の内容

平成23年10月14日（金）
午後１時30分から午後４時
県立総合文化センター iichiko音の泉ホール
（大分市高砂町２番33号）
大分県安全・安心まちづくり協議会（会長 大分県知事）
大分県、大分県警察本部、大分県教育委員会、
公益財団法人大分県防犯協会
防犯ボランティア 及び 一般県民 約500名
■
・オープニングセレモニー（県警音楽隊）
■
■
・あいさつ
・表彰式（防犯活動功労者等）
■
・基調講演 演 題：「子どもの安全対策」
講演者：国崎 信江氏

国崎 信江氏

横浜市生まれ。危機管理教育
研究所所長。危機管理アドバ
イザー。女性として、母として
「子どものいのちを守る」研究
を中心に独自の視点で防犯・防
災対策を提唱している。講演、
執筆、プログラムコーディネイトなどの活動を
行う傍ら、内閣府中央防災会議「首都直下地震
避難対策等専門調査会委員」
などを務める。
現在は講演活動を中心に各メディアでも情報
提供を行っている。著書に「犯罪から身を守る
絵辞典」
（PHP研究所）、
「犯罪から子どもを守る
50の方法」
（ブロンズ新社）
などがある。

男女共同参画のひろば

「おおいた女性未来づくり塾」塾生募集！！
福祉、
環境、
防災…など、
日頃疑問に思っていることを、
政策に反映させるために
は、
県や市町村の審議会などに参画することもひとつの方法です。
この塾では、
身近な地域の課題について、
その解決方法をグループで考えていく
ことで、
「政策提言力」
アップを目指します。
月１回、
女性の視点で、
大分県の未来について一緒に考えてみませんか？

時

第１回 10月15日（土）
第２回 11月26日（土）
第３回 12月10日（土）
第４回 1月14日（土）
第５回 2月18日（土）
第６回 3月下旬

会
場
対
象
参 加 費
申込方法

間

13:30
〜

日にち

16:30
未定

内

容

開講式・講演
「地方自治って何？」
及び対談
講師：大分県総務部審議監 島田 勝則
講座
「
『思い』
を
『カタチ』
にするための手法」
グループワーク ①
（１グループ５〜６人）
〃
②
〃
③
発表及び懇談会

大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス）
２F大会議室
県内在住で、全６回とも参加可能な、主に30〜50歳代の女性30名程度（先着順）
無料

この塾のファシリテーター
（進行役）はこんな人!!

託児サービス １歳から就学前のお子さんを無料でお預かりします。

10月11日（火）までに、
アイネスにお申込みください。

しなく!
こちらもお見逃

女性起業家応援セミナー開催
大分県、大分市、日本政策金融公庫の共催で、
「創業者の
声を聞こう!私が決める私の生き方」を開催します。起業に
関心がある女性の皆さん、ぜひご参加ください。終了後、個
別相談会も実施します（事前予約制）

日
会
定
内

時…10月７日（金）13：00〜16：00
場…大分市アートプラザ 多目的ホール
員…50名（先着順）※参加費無料
容… ● 講演 塚田益子さん（（株）ＭＡＳＵＫＯ代表)
● 女性経営者４人によるパネルディスカッション
お申込先…日本政策金融公庫（TEL.097‐535‐0331）

相川 康子さん

（NPO法人NPO政策研究所専務理事）

1965年、京都生まれ。大学卒業後、
神戸新聞社に入社。約20年間の勤
務後、３年間の神戸大学経済経営
研究所准教授を経て、
2010年秋か
ら現職。ほかに自治体学会運営委
員、京都精華大学非常勤講師など。

女性の就業支援事業

スキルアップ講座がスタートしました。
結婚や出産・育児等で離職し再就職を目指す女性を対
象に、ワード、エクセル、会計講座等のパソコン講座及び
職業適性診断を実施する「女性の就業支援事業 スキル
アップ講座」が６月からスタートしました。
この講座は、国の「緊急雇用創出事業」に基づき、ＮＰＯ
法人に委託し、離職者を講師や託児サポーターとして雇
用し、日田市を皮切りに県内４会場で実施しています。
このうち大分会場については、７月19日から８月11日
の間、アイネスで開催し、再就職を目指す14名の方が、技
術習得に向け熱心に受講されました。

今後の日程

先輩女性に聞くワーク＆ライフ
シンポジウムを開催しました。
７月23日（土）の午後、女子高校生などを対象に、ＩＴ、
病院、マスコミ、製造などさまざまな業界で働く女性を招
き、パネルディスカッションと交流会を開催しました。パネ
ルディスカッションでは、仕事のやりがいや女性として苦
労する点など、先輩女性の
話に参加者は真剣に耳を傾
けていました。
また、交流会では、時間を
忘れて、話に花が 咲く光景
が見られました。

別府会場… 9月21日（水）〜10月13日（木）
由布会場…10月19日（水）〜11月10日（木）
※それぞれ、
うち15日間
詳しいお問い合わせは、
ＮＰＯ法人パワーウェーブ日出（委託事業先）
TEL.080-3963-3531 までご連絡ください。

県民活動支援のひろば

平成23年度 緊急雇用NPO活動支援促進事業

市民活動団体と地域をつなぐニーズ調査事業
ちゃんと調べて、地域の課題解決への早道 を考えている市民活動団体のみなさん！
効果的なニーズ調査の方法や調査結果の活用を一緒に学びませんか？

講師

古賀 桃子氏（特定非営利活動法人
ふくおかＮＰＯセンター代表）

◆１回目

調査の基本を学ぶ(座学･実践講座)

Ａ班 10月 8日（土）9:30〜16:30
Ｂ班 10月15日（土）9:30〜16:30

◆２回目

調査票を作ろう(座学･実践講座)

Ａ班 10月29日（土）9:30〜16:30
Ｂ班 11月26日（土）9:30〜16:30

◆３回目

発表し、結果のその先を考える(座学)

Ａ班、Ｂ班合同

2月4日（土）13:30〜17:00

※２回目終了後、発表までのフォロー講座（自由参加）も行われます。
お問い合わせ、お申し込みは
特定非営利活動法人 ふれあい囲碁ネットワーク大分 事務局 まで
電話：080-2695-9707（担当：宮川・添田）

Ａ班会場（一般コース）
10/8（土）、10/29（土）
大分県総合社会福祉会館
３Ｆ中研修室
（大分市大津町２丁目１番４１号）
Ｂ班会場（学生コース）
10/15（土）、11/26（土）
大分県立芸術文化短期大学 人文棟201教室
（大分市上野丘東１番１１号）
※一般の方も受講可、詳しくは下記事務局へ
Ａ・Ｂ合同発表会会場
２/４（土）
大分県消費生活･男女共同参画
プラザアイネス2F大会議室
（大分市東春日町１番１号 ＮＳ大分ビル内）

この事業は大分県が特定非営利活動法人ふれあい囲碁ネットワーク大分に委託して実施しています。

平成23年度 中部・東部地域 市民活動
ネットワーク交流会を開催しました！
７月８日に大分市
（アイネス）
、
７月14日に日出町
（県日出総合庁舎）
で市民活動ネットワーク交流
会を開催しました。大分市約40名、日出町約25名のＮＰＯや市町村、県等の方が参加され、
情報
提供や活動ＰＲ、
ミニトークライブ、
意見交換等々、
お互いに交流を深めました。
今後も各地域で交流会を開催しますので、
是非ご参加ください。
なお、
交流会の開催状況やまとめは、
おおいたＮＰＯ・ボランティアセンターのブログやホームペ
ージからご覧いただけます。
ブログ http://blog.onpo.jp/oitanpo/item̲4073.html
ホームページ http://www.white.oit-net.jp/oitakenmin/

★７月の新規認証団体 「レガーレ（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）
至別府
県道大在大分港線
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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番1号（NS大分ビル１階）
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9月号（平成23年9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》

