平成26年3月1日発行
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市民活動フェスタ2014

春

「男女共同参画表現コンテスト」

入

賞

品

平成25年11月17日（日）アミューズ豊田ゆやホールにて、
男女共同参画表現コンテストの表彰式を行いました。各部
門の入賞作品を御紹介します。

磐田をもっと魅力あふれるまちにしたい
そんな思いで活動している市民活動団体と市民の皆さんとの交流
の場「市民活動フェスタ」を開催します。
いも行
く
っぺ
し
出展団体がブースを設け、
体験会や小物

絵画部門
最優秀賞

〜！
よ

販売などをします。
また、
磐田市出身のアーティスト
「シータθ」
のミニライブやスタンプラリーなど楽しい
企画が盛りだくさん！
ご家族でお越しください！
！
Ⓒ 磐田市

作

表彰式のようす

「協力の花を咲かせよう」
澁谷 有紀乃さん

優

受賞者のみなさん

秀
優

賞

秀
賞

日 時 平成26年 3月23日（日） 13：00〜16：30
あい
会 場 ｉプラザ（磐田市総合健康福祉会館）
２階ふれあい交流室

「家族の笑顔は幸せクローバ―」
林
泉さん

賞

最優秀賞

秀

賞

牧野 光希 さん

石野 莉子 さん

木下 嘉奈子 さん

﹁ありがとう 感謝がつくる
男女の絆﹂

優

秀

﹁お互いの 個性活かして
笑顔のだんらん﹂

標語部門
優

シータθ

﹁男女の違い 認め合い
支えあおう﹂

内 容
・平成25年度協働の提案事業報告会（4団体）
・磐田市出身アーティストシータ θミニLive
・市民活動団体との交流会
【体験コーナー】
七色ブンブンこま作り
ＵＶビーズでストラップ作り
ミニやごちゃんにチャレンジなど
【販売コーナー】
ハーブの苗、しっぺいグッズなど
対 象 どなたでも
スタンプラリーで
参加費 無 料（体験コーナー一部有料） プレゼントGet!
申 込 不 要

「助け合い 支え合い」
太田 明里さん

出展団体の情報はＰ.3をご覧ください
編集・発行／〒438-8601 磐田市森岡150 市民活動センター のっぽ
TEL／FAX：0538-36-1890
E-mail:iwata-npo@za.tnc.ne.jp
磐田市豊田支所内 男女共同参画センター ともりあ TEL：0538-36-3161／FAX：36-3345 E-mail:danjo@city.iwata.lg.jp
協
力／磐田市 市民活動推進課 協働・共生社会推進グループ 〒438-8650 磐田市国府台3-1 TEL：0538-37-4710
印刷/株式会社 ケイ・アート
この広報紙は、ヤマハ発動機株式会社と紙面共有し作成しております。
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教えて 男女共同参画！

磐田市には宣言事業所・団体が２１件あります。
静岡県全体では1,055件の事業所が宣言をしています。

（平成26年２月１日現在）

♪「男女共同参画社会づくり宣言」事業とは…

♪ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）とは…

静岡県で実施している、男女共同参画社会に取り組む事業
所・団体を応援するための事業です。従業員の子育てや介護、
個性と能力の発揮、仕事と生活の調和など、男女共同参画社
会づくり推進を積極的に取り組むことを宣言した事業所・
団体を県が登録し、ホームページや広報誌を使って広くＰＲ
しています。

働く人が、仕事上の責任と、仕事以外の生活でやりたいこと
の両方を実現できる状態のことです。この「生活」の中には、子
育てや家庭生活だけでなく、地域活動や趣味、学習など幅広い
活動が含まれます。ワーク・ライフ・バランスが実現すると、
自分の望むバランスで仕事と仕事以外の生活に取り組むこと
ができ日々の生活が充実します。

磐田市内

男女共同参画社会づくり宣言事業所・団体（平成26年2月1日現在宣言順）

・遠州中央農業協同組合
・西遠ゴム工業株式会社
・社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
・株式会社 特殊電気
・磐田さぎさか工業団地協同組合
・株式会社 ロック・フィールド静岡ファクトリー
・日東工業株式会社 磐田工場

・磐田信用金庫
・磐田市商工会 福田支所
・磐田市商工会 竜洋支所
・磐田市商工会 豊田支所
・栄ゴム工業株式会社
・西田工業株式会社
・社会福祉法人 染葉会 豊田みなみ保育園

・磐田商工会議所
・株式会社 スカイ
・社会福祉法人 長生会
・ワールド・カフェwithしずおか
・株式会社イトー
Ⓒ磐田市
・株式会社 鈴恭組
・特別養護老人ホーム西貝の郷

男女共同参画社会づくり宣言事業所・団体の紹介
今回は、宣言事業所の中から、
「磐田信用金庫」をご紹介します。
磐田信用金庫では、性差にとらわれず、
キャリア構築を目指すための
能力開発支援の一環として、昨年10月、
ＡＳＴ
「エリア・ソリューション・チーム」が創設され、個人向け営業専担者として新たに女性22名を配
属、総勢27名のチームが誕生しました。活動の中心は、個人のお客様に対し、預かり資産（投資信託・保険・国債・NISA）、年金、各種ローン
など、
ライフプランに合ったご提案を進めることです。新たな業務に挑戦するお二人にお話を伺いました。
また、地元企業の女性経営者・女性管理職等を中心に、磐田市・磐田商工会議所をオブザーバーに「いわしんワーキングレディースクラブ」
を結成。
「乳がん・子宮頸がん検診受診啓発キャンペーン」の実施や講演会開催などを行っています。
「お客さまとの 信頼 を大切に」
業務部

「お客さまの 人生に深く関わること にやりがい」
業務企画・推進グループ
係長 村主 真紀子

業務部

業務企画・推進グループ
係長 太田 智子

磐田信用金庫に入庫し、
初めての営業活動となるため、
当初は

この職務に就くまでは、
営業店で預金係の後方事務を担当

戸惑いと不安でいっぱいでした。
しかし長い期間、
窓口業務に携

していました。直接お客様へ商品の提案をすることがほとんど

わっておりましたので、その時培ったノウハウを生かしながら、

なかったため、
最初に配属が決まったときは、
不安もありました

営業店の綿密なバックアップ体制とチームの強い結束力を礎に

が、
周りの方々のサポートや専門的な研修を受けさせていただ

お客様第一主義 で業務に取り組んでいます。
お客様から「村主さんに早く会いたかった」
「相談に乗ってくれ

き、
自分自身を成長させることができる良い機会だと思えるよ
うになりました。今では、
お客様に喜んでいただき、
お客様の人

てありがとう」とおっしゃっていただけると、
とても喜びを感じ、
やり

生に深く関わることができることにやりがいを感じています。

がいにつながります。

お客様の良き相談相手となり、
より良いアドバイスができるよ

私のモットーは『お客様を愛さなくては、
お客様から愛される営

う日々まい進していきたいと思っています。

業にはなれない』
です。今後も、
お客様のライフスタイルを的確に
捉え、
お客様が何を考え、
何を望んでいらっしゃるのかを、
会話や
お取引の内容からくみ取り、
ご要望に合った役立つ商品をご案内
していきたいと思っています。
私たちの仕事は、
「お金」を扱うが故に、
『お客様にどれだけ「安
心感」や「信頼感」を持っていただけるか』
が大切です。今後も「サ
ービス精神」を忘れずに、
どのお客様にも「特別感」をご提供し、
一人でも多くの方々に「いわしん」を選んでいただけるように、
日々努めていきたいと思っています。
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村主さん（右）
太田さん（左）

市民活動センター
利用登録団体の活動紹介

市民活動フェスタ出展団体紹介

NPO法人アイあい塾

♥活動体験コーナー・手作り販売コーナーなどなど、
楽しいことがいっぱいあります。
♦スタンプラリー 参加者にはプレゼントがあるよ！

体験・販売コーナー
NPO法人桶ケ谷沼を考える会

NPO法人いきいき・いわた

♥7色ブンブンこま作り

♥アンケートで
お元気度セルフチェック

NPO法人こどもの森

大池の会

♥ミニやごちゃんにチャレンジ！
（ゲーム）

♥大池クイズにトライ！

ポーラベアの会

みんなでうさぎ山を楽しむ会

♥あづま袋作り

♥ネイチャークラフト

磐田ゆ・びプロジェクト

子どもの健康と
環境を考える会

♥アクリルたわしなど販売

カフェ当日

消費研究グループ いそじ会

♥ケナフ関連商品の販売

♥ゴミの出し方エコゲーム

浜松東年金受給者協会磐田支部

磐田市花の会ハーブ支部

♥手作り品販売

♥ハーブティー試飲
♥ハーブの苗の販売

同じ敷地内で畑づくりも
しています

（公財）新教育者連盟静岡支部
♥活動写真・年間プログラム
書籍販売・CDのプレゼント

他4団体

立 平成25年3月
的 地域や近隣の子どもたちに対して、洋裁教室が活動
拠点であるメリットを生かし子どもたちが描いたデ
ザインを形にするというモノづくりの楽しさと製作
過程において思いを伝え合うコミュニケーションの
楽しさ等をとおし、健全育成に関する事業を行うこ
とにより、地域社会に寄与する。
会 員 正会員10名 賛助会員6名
代 表 山本小夜子
連絡先 磐田市富丘226-7 Tel＆Fax 0538−21−3339

お知らせ
☆平成26年度 センター事業の予定☆
●みんなの活動応援講座
・ファシリテーター養成講座（仮題）など
●地域づくり情報交換会（年4回）
●市民活動フェスタ
●市民活動団体紹介パネル展
●センター通信発行＜年3回＞全戸配布
●ニュースレター発行＜毎月＞
●NPO法人に関する相談
●市民活動、ボランティアなんでも相談
※随時開催中、事前に電話にてご連絡ください

子どもの居場所

設
目

活動紹介
♥ねこちゃんのDVD鑑賞

自分でデザインして作った
三角布とエプロンで 〜す
私たちが、
準備しました。
お客 様がたくさん 来てく
れて、
うれしかった！

♥UVビーズでストラップ作り

せっちゃんくらぶへ

NPO法人ねこホーム

子どもや大人の居場所づくりの活動をしながら、コミュ
ニケーションの大切さを伝えています。活動日である毎週
水・金曜日午後4時半ごろになると、下校後の子どもたちが
集まってきます。自分の好きなことを始める子、宿題を手が
ける子など、やりたいことを見つけながらの時間を楽しく過
ごします。
県の補助金を活用して始めた「こどもファッションショー」
は毎年開かれ人気のイベントとなりました。また、自分たち
で企画し、準備して臨む「こどもカフェ」もときどき開かれ、
地域の皆様にたいへん好評です。

TEL／FAX 0538-36-1890
E-mail : iwata-npo@za.tnc.ne.jp
〜ご覧ください!!〜

〜あなたにも気軽にできる〜

磐田市
市民活動団体一覧
「磐田をもっと魅力あふれるまちに
したい」
そんな思いで活躍している140以上
の市民活動団体。さまざまな活動
内容を紹介する冊子ができあがり
ました。
市のホームページや市民活動推
進課（西庁舎内１F）
、市民活動セン
ター（豊田支所内）
、お近くの公民
館やコミュニティセンターなどでご
覧ください。

エコキャップde
ボランティア
地球に愛を、子どもに愛を
市民活動センターでは、ペットボ
トルのキャップを回収しています。
たくさん集めて、世界の子どもたち
にワクチンを届けよう!!

860個

＝

１人分の
ワクチン

その他の情報はセンターのホームページをご覧ください
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