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「みちの会」は、昨年３０周年記念を終えました。女性の力を活かして地域を開発することを

目指し、学びや啓発、調査や行政等への提言を続けてきた会の歩みは、多くの会員の真摯な努力

によって続けられたものです。

いま会を取り巻く状況は、社会情勢の変動

高齢化などのために厳しさ

刻になって

私たちは、何をどのように捕え、どのように考え、どうように活動していったら良いの

あらためてみずからに問わなければなりません

け、３０周年に作ったロゴが次の４０周年の祝いにも使われることを心から願っております。

 「みちの会」ならではの会員の力と協力を信じ、一年間できるだけのことをしたいと思います。

どうかよろしくお願いいたします。
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来賓：公益財団法人あいち男女共同参画財団

愛知県県民生活部女性活躍促進監
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10 条により総会成立

議長：油田淑子 

平成 28 年度事業報告・ブロック活動報告

平成 28 年度会計報告
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平成 29 年度会長あいさつ：森田新会長

平成 29 年度事業計画（案）：吉見新書記より
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年度会長あいさつ：森田新会長

年度事業計画（案）：吉見新書記より

年度予算（案）：小林新会計より

今年は

その席で美味しいお弁当を頂きながら
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は会員間の交流を図るため
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い方々と会話を楽し

平成２９年度

  森田登喜

  阪野  信子

  吉見  久恵

  小林  治代

  都築  広子

和田  美奈

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 権田久佐

 櫻井  雅美

         山崎  宏子

♡１年間よろしくお願い致します
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団法人あいち男女共同参画財団 企画協働課長

 奥沢誠子氏
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年度予算（案）：小林新会計より 
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半 田 市 )   榊原志の

知 多 市 ) 

常 滑 市 )   森

武 豊 町 ) 

東 浦 町 )   伊藤美知

１年間よろしくお願い致します♡
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「らしさ」については、
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（企画の遂行は運営委員会が行い、プロジェクトには運営委員が参加することとする）

全体会の持ち方について

ワーク、学習会などを組み合わせて開催していく

（企画の担当はプロジェクトで）

らしさ」については、

色々と意見が出され

30 周年記念誌
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多様性を生きる～「らしさ」からの解放

（参加者３４名

＊昼食後、話し合いの場をブロックごとで持ってから全体会に移りました。

各ブロックの年間活動  現状及び計画（ブロックでプロジェクト企画に取り組むことも可）

・・・ ウィルあいちフェスタ

・・・ 議会傍聴をし

・・・ 男女共同参画の現状を知る

・・・ 女性の視点での防災

プロジェクト企画による活動 

議員と語る会・・・・・企画立
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全体会の持ち方について 

ワーク、学習会などを組み合わせて開催していく

（企画の担当はプロジェクトで）

らしさ」については、各会員の

出されましたが

 

周年記念誌

平成 29 年度年間活動テーマ

多様性を生きる～「らしさ」からの解放

（参加者３４名） 

昼食後、話し合いの場をブロックごとで持ってから全体会に移りました。

現状及び計画（ブロックでプロジェクト企画に取り組むことも可）

ウィルあいちフェスタ

議会傍聴をし 各町のことを調べる

男女共同参画の現状を知る

女性の視点での防災

企画立案に手

ウィルあいちフェスタ・・・Ａブロックが企画を担当

グループによる企画事業・・・

（企画の遂行は運営委員会が行い、プロジェクトには運営委員が参加することとする）

 

ワーク、学習会などを組み合わせて開催していく

（企画の担当はプロジェクトで）

各会員の活動・生き方によって「らしさ」

ましたが A ブロック提案の上記のテーマに

 

会員皆様のご協力により全

是非ご覧ください。

周年記念誌 発刊(２８年度
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年度年間活動テーマ

多様性を生きる～「らしさ」からの解放

昼食後、話し合いの場をブロックごとで持ってから全体会に移りました。

現状及び計画（ブロックでプロジェクト企画に取り組むことも可）

ウィルあいちフェスタ「井戸端会議」

各町のことを調べる

男女共同参画の現状を知る 

女性の視点での防災 （調査・学習・啓発）

手が挙がらず

Ａブロックが企画を担当

・・・申請用紙を

（企画の遂行は運営委員会が行い、プロジェクトには運営委員が参加することとする）

 

ワーク、学習会などを組み合わせて開催していく

（企画の担当はプロジェクトで） 

活動・生き方によって「らしさ」

ブロック提案の上記のテーマに

会員皆様のご協力により全

是非ご覧ください。

２８年度 D

活動が認められ

が無料になりそうです

年度年間活動テーマ 

多様性を生きる～「らしさ」からの解放～

昼食後、話し合いの場をブロックごとで持ってから全体会に移りました。

現状及び計画（ブロックでプロジェクト企画に取り組むことも可）

「井戸端会議」 

各町のことを調べる 

 

（調査・学習・啓発）

挙がらず運営委員会

Ａブロックが企画を担当 

申請用紙を提出する（

（企画の遂行は運営委員会が行い、プロジェクトには運営委員が参加することとする）

ワーク、学習会などを組み合わせて開催していく  

活動・生き方によって「らしさ」

ブロック提案の上記のテーマに
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はじめまして。愛知県男女共同参画人材育成セミナーに参加したご縁で、この会の事を

知り、入会しました。仕事で障がい者支援、ボランティアで「イーブルなごや」で女性の

学習を支援する託児や、一般の人向けの何でもお話会の活動などをしております。誰もが

自分らしく楽しく生きられるよう願い、障がい者や子育て支援に興味を持っております。

よろしくお願いします。

新会員紹介

平成

総 

講演会
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ことが意識の改革に重要だという。私たちも生活の中に埋もれている性差に敏感になり、「おか

しい」
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学習を支援する託児や、一般の人向けの何でもお話会の活動などをしております。誰もが

自分らしく楽しく生きられるよう願い、障がい者や子育て支援に興味を持っております。
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はじめまして。愛知県男女共同参画人材育成セミナーに参加したご縁で、この会の事を

知り、入会しました。仕事で障がい者支援、ボランティアで「イーブルなごや」で女性の
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学習を支援する託児や、一般の人向けの何でもお話会の活動などをしております。誰もが

自分らしく楽しく生きられるよう願い、障がい者や子育て支援に興味を持っております。

愛知県女性地域実践活動交流協議会総会・講演会 
セミナールーム１，２

中島美幸氏 

～男女共同参画の歩みとこれから～

生きると予測されるデー

には日本は大介護時代に入るという。ライフスタイルもさらに大

解消はどうだろうか。

イメージに変えること

の視点で女性の

そんなロールモデルを示す

ことが意識の改革に重要だという。私たちも生活の中に埋もれている性差に敏感になり、「おか

と指し示すことで地域社会の意識改革につながるよう働き掛けていきたいと思った。
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