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第 86 号 地域開発みちの会

みちの会 だより
http://www.aichi.michinokai.cc

平成 28 年度

発行責任者

山﨑 宏子

会長あいさつ

｢30 年前は何をしていたか｣地域実践の総会でのあいさつで問われました。私は 2 歳と 0 歳の 2 人の
子育て奮闘中でした。この頃、『地域開発みちの会』が産声を挙げて歩き出したのです。昭和 62 年 4 月
15 日のことでした。そして、平成 28 年度、30 周年を迎えることを喜ばしく思います。
30 年の長きにわたり「会」が続いてきたことに、その時その時の社会の変化に応じてテーマに取り上げ
て活動をしてこられた諸先輩方に敬意を表したいと思います。その一つ一つの積み重ねが今の『地域開
発みちの会』をつくってきたのではないでしょうか。
28 年度会長という役目を務めることとなり、「縁」というものを感じました。初年度の会長を東浦町で、30
年目に東浦町の私が会長を…。30 年という歴史あるバトンを受け取った私がすべきことはこのバトンを未
来の『地域開発みちの会』へ確実に繋いでいくことだと思っています。
28 年度の事業は取り立てて目新しいものはありませんが、「30 周年」の 1 年ということを念頭に置いて
活動していきます。みちの会の 30 年を振り返るとともに、未来に小さな一歩を踏み出すことができることを
願っています。
しかし、この活動は私一人では成しえません。皆様のご理解ご協力があってこそだと思います。11 名の
運営委員と共に手を取り合い一つ一つ歩んでいきますので、よろしくお願いいたします。
山﨑 宏子

地域開発みちの会
平成 28 年 4 月 23 日（土）
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◆◇ 平成 28 年度総会

◇◆

日

時：平成 28 年 4 月 23 日(土) 10：00～

場

所：東浦町文化センター １F ホール

来

賓：愛知県県民生活部男女共同参画推進課
課長 近藤雅俊氏（写真

最上段左）

公益財団法人あいち男女共同参画財団
専務理事兼事務局長 小田貴之氏（写真

最上段右）

※会員数 90 名、本人出席 42 名、委任状提出 25 名
合計 67 名にて総会成立
総

会

議 事

(1) 平成 27 年度事業報告
(2) 平成 27 年度会計決算報告・会計監査報告
(3) 平成 28 年度役員･幹事・会計監査(案)
(4) 平成 28 年度会長あいさつ
(5) 平成 28 年度事業計画（案)
(6) 平成 28 年度予算（案)

春らしい穏やかな晴天の中、平成 28 年度総会が開催されました。事業計画（案）に３０周年事業を盛り
込むか否か活発な意見交換が行われた結果、①事業計画のその他事業に「30 周年記念事業」を追加
する、②会計予算の支出の部「フォーラム費」を「フォーラム費・30 周年記念事業費」とし、費目間流用に
て対応することが採択されました。
「すべての事業に 30 周年の冠をかぶせて活動すれば良い」「お金のかからない方法や（事業の）会費
を徴収してはどうか」等の意見も出されましたが、詳細は全体会で話し合うことで、承認されました。
（位田）

平成 28 年度

運営委員・会計監査

1 年間よろしくお願いいたします
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榊原志のぶ
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板倉

（半田市）

恵美

吉住まり子

（阿久比町）
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■□ 第 1 回

全体会

□■（出席者：40 名）

平成 28 年度年間活動テーマ

「男女共同参画〜今そして未来へ〜Ⅱ」
・各ブロック年間活動について
A ブロック

昨年に続きウィルあいちフェスタへの参加・
企画（予定）。

B ブロック

昨年度の議会傍聴を踏まえ、議会について
発信する。若年層向けの紙媒体を検討。

C ブロック

昨年度の病児保育調査を掘り下げる予定。

D ブロック

フォーラムにむけて DV について学習する。

・議員と語る会について
テーマ考案を B ブロック中心に行う。運営委員と連絡を取り合い進める。
・平成 30 年度会長選出について
運営委員会で話し合い、全体会で提案していく。繰り返し話し合い、提案を行う。
・30 周年記念事業について
個人、グループによるプロジェクト事業企画での立案を募る。全体行事への対応は今後検討する。
会の冒頭に山﨑会長より、みちの会全体の行事である「議員と語る会」「フォーラム」を遂行するにあた
り、議員と語る会のテーマや内容考案に運営委員のみでなく会員の力を借り、早めにフォーラムの講師選
定、日程の調整に入りたいこと、またフォーラムのテーマはひがしうら女性の会で DV について活動する
ので、その流れを受けたものにしたいこと等、今年度の活動方針が述べられました。
議員と語る会のテーマ選定をプロジェクト方式にするか話し合った結果、昨年度より議会について活動
している B ブロックが中心に選定することになりました。（位田）

愛知県女性地域実践活動交流協議会・（公財）あいち男女共同参画財団 協働事業
（平成 28 年 5 月 25 日（水） 開催）

講演：「地域のビジネスで個人の強みを生かす」
講師：高嶋 舞氏（岡崎ビジネスサポートセンター Oka-Biz 副センター長）
地域密着ビジネスの創出と、ネットワーク連携、集結による創業応援環境
づくりについて、沢山の資料と共に感動しながら聞きました。
活動の基は“地域の人の役に立ちたい”。
＊頭で考えず、感じたことを事業にする。

＊先ずは出来ることから始める。

＊自分の一歩前に踏み出す勇気！
是非、みちの会に来て頂いて皆さんと一緒に聞きたいと思いました。（星）

これからの行事のお知らせ
■あいち国際女性映画祭
（プログラムは 7 月上旬に発表）

■ウィルあいちフェスタ

9/7(水)～9/11(日）
11/26（土）

会場：ウィルあいち
主催：(公財)あいち男女共同参画財団
会場：ウィルあいち（9：00～16：30）
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中田恭子（名古屋市）
豊田市から引っ越してきました。皆様さまざま
に活躍されている中、のんびりしている私がいて
新 会 員 の 紹 介
良いのかと思いますが、よろしくお願いします。
主婦の感覚でもいいのかしらと思いながらも、
片隅にちょこんと座って参加させて頂けたら嬉し
いです。みちの会にはセミナーだけでなく議員と
椿 佳代（名古屋市）
語る会が有るのに驚きました。現在夫と下宿先で
名古屋市東区在住の椿佳代と申します。
寂しがっている大学一年の娘の 3 人。ペン習字の
2003 年から災害系のボランティアを行っ
講師をしています。
ています。平常時は防災・減災のイベント
や訓練の企画運営など、また講座では減災 竹内 綾（知多市）
のすすめ、食の備えなど幅広く行っていま
はじめまして。25 歳で人前結婚式をし（入籍は
す。被災地では災害ボランティアセンター
別姓婚が選択できるようになってから！）、つれあ
や避難所支援などを行っています。この地
いと共にイギリスの大学院で平和学を学び、ジェン
域では、南海トラフ地震が心配されていま
ダーや抑圧、平和な社会について考える日々を過ご
す。被災後も皆さまが元気に活躍するため
しました。そんな彼も今や教員となり、普段ほとん
に備えを進め、男女共同参画の視点で被災
ど顔を見なくなりました。男女共同参画の実現を切
者支援をお願いします。
に願う今日この頃です。地元でブラジルやフィリピ
ンなどにルーツを持つ子どもたちの学習支援をし
ています。よろしくお願いいたします。

田中千秋(名古屋市)
イーブルなごや（名古屋市男女平等参
画推進センター・女性会館）の利用者の
集まりである、イーブルなごや利用者ネ
ットより推薦をうけてセミナーを受講し
ました。普段は託児の会「たんぽぽ」
・Ｎ
ＰＯ法人子育ち・子育て支援ＮＰＯたん
ぽぽで活動しています。ゆっくりとしか
歩めませんがよろしくお願いします。

森

里香（美浜町）

はじめまして、美浜町の森里香です。Facebook で
知多市の片山さんが一昨年度男女共同参画セミナ
ーを受講されているのを拝見していたところ、広報
で募集があったので、応募してみました。いろんな
事を学ぶこと、いろんな人との出会い、大好きです。
楽しい時間がすごせたらいいな、と思っています。
よろしくお願いします。

椴山真美（武豊町）
はじめまして。武豊町在住の椴山真美(もみやままさみ)と申します。NPO 法人 Smiley Dream
の会員であるご縁から、セミナーを卒業し、みちの会への入会となりました。
夫と小学生の子ども２人の４人家族で、仕事は旅行の添乗員と占い師をしています。添乗員
としては主に日帰りツアーや１泊旅行の添乗を、占い師としては、手相占い、タロットカード
占い等を使い、ご相談内容に応じてカウンセリングをしています。Facebook や HP も持ってい
ますので、よかったらお友達になってください。今後ともよろしくお願いいたします。

―編集後記―
このたび歴史あるみちの会の会報の編集を担当することになり、恐れ多い気持ちでいっぱいです。
至らないところが多々あるかと思いますが、皆さまのご協力を得ながら努めて参ります。１年間どうぞ
よろしくお願いいたします。（位田）
ご意見・問い合わせは

地域開発みちの会

メールにてお寄せください

http://www.aichi.michinokai.cc/toiawase.html
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