2017年度
通年

４月

５月

６月

・NPO中間支援ネッ ・情報誌「PIN」発行
・総合受付（貸室等）
トワーク会議
・相談業務（随時）
ＮＰＯ活動交流センター ・NPO無料相談会（毎月）
・ホームページ等の運営管
TEL 019-606-1760 理
・ボランティア、インター
ンシップの受入
・市町村担当者研修会 ・男女共同参画サポー ・いわて男女共同参画
・相談事業（毎日）
ター養成講座開講式・ フェスティバル2017
・法律相談（毎月第３木）
３講座
（17日/アイーナ）
・男性相談（毎月第２土）
（11日/アイーナ）
・女性のための就労相談
（平日）
・LGBT月間（17日
・性別や性指向（LGBT）
前後／アイーナ）
に関する相談（毎週金曜
男女共同参画センター
16-20）
TEL 019-606-1761 ・出前講座（男女共同参画・

県民活動交流センター イベントスケジュール

７月

８月

９月
・情報誌PIN発行

・男女共同参画サポー ・男女共同参画サポー ・男女共同参画サポー
ター養成講座3講座
ター養成講座地域開催 ター養成講座3講座
（3日/アイーナ）
（7～8月に3回実施） （3・25日/アイー
ナ）
・男女共同参画サポー ・センターだより発行
ター養成講座地域開催 （1回目）
（7～8月に3回実施）

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

・Ｎ活フェア開催
（10～11月）

・情報誌PIN発行

・県民活動交流セン
・県活センター登録団
ター登録団体アンケー 体懇談会の開催
トの実施
・情報誌PIN発行

・男女共同参画サポー
ター養成講座1講座、
閉校式（18日／ア
イーナ）

・女性への暴力防止月 ・第1回センター運営 ・市町村サポーター協 ・センターだより発行 ・第２回センター運営
間（ＤＶ被害者支援基 協議会
働事業その2（公募） （2回目）
協議会
礎セミナー・パープル
・他団体との交流事業
ライトアップ・展示
等）

・岩手大学との協働事
業1回目（26日／ア
・岩手大学との協働事
イーナ）
業2回目（30日／ア
イーナ）

ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ・復興防災・DV予
防・ﾃﾞｰﾄDV予防・LGBT・女
性活躍）
・情報関連事業（DVパネル・
図書・DVD等貸出、HP・SNS
運営）

・相談事業（通年）
・青少年活動の場の提供
（通年）
・青少年ボランティア活動
の促進（通年）
青少年活動交流センター ・青少年健全育成広報事業
（HP・リーフレット）
TEL 019-606-1763

・情報メディア対応促 ・情報メディア対応機 ・家庭の日絵画・ポス ・青少年育成セミナー
進事業・出前講座（通 関連絡会議
ターコンクール（募集 ・青少年を非行・被害
年）
開始）
から守る県民大会
・青少年活動交流セン
・災害復興支援事業復 （7/19）
ターボランティア募集
興バザー
開始

・家庭の日絵画・ポス
ターコンクール
（締切8/30）
・青少年活動相談事例
検討会
・情報メディア対応サ
ポーター養成セミナー

・わたしの主張岩手県
大会（9/14）
・家庭の日絵画・ポス
ターコンクール（選
考）
・親子ふれあい広場
「観武ヶ原まつり」
・広報誌発行

・家庭の日絵画・ポス
ターコンクール展示
（表彰）
・いわて親子フェス
ティバル（10/9）
・災害復興支援事業復
興バザー

いわて親子フェスティバル実行委員会・企画会議（月1-2回程度）

・お誕生会
・一緒に遊ぼう
子育てサポートセンター ・赤ちゃん相談
・栄養相談
TEL 019-606・なんでも相談
1764
・隔月「おはなしきいて」
（図書館さんと連携）

高齢者社会貢献活動
サポートセンター

・相談業務
・情報提供
・助成金申請受付
・ＦＡＸ通信随時発行

・こどもの日記念イベ ・子育て親向け講習会 ・子育て支援指導者向 ・子育て支援指導者向 ・パパ交流会
ント「ブレーメンの人 「トイレットトレーニ け研修会 第１回
け研修会 第2回
形劇」
ング」
・七夕飾りづくり

・子育て親向け講習会
「パパが作る家族のた
めの料理教室」
（11/4）

・七夕コンサート
・情報誌「かだる」発
行
・シニア仲間づくり交
流会（仮称）

高齢者を中心とした活動団体等の交流会及び助成金説明会
の開催（盛岡、久慈、釜石、二戸、大船渡、奥州）

・地域別市町村国際交 ・国際交流情報紙発行
外国人定期相談日（毎月第３ 流協会との意見交換会 ・各市町村国際交流協
会訪問
水曜）
・国際協力イベント
・日本語サポーター登録・活用
（5月20日 予定）
・世界とのかけはしクラブ事業

・いわてグローカル・カ
レッジの開催
・いわて青年国際塾の開催
TEL 019-606-1750 ・国際交流等の企画展示
・ホストファミリーの紹介
・いわて国際化人材の紹介
・多言語ホームページの開
設
・災害時外国人支援研修開
設
・訪問学習
・出張環境学習会

・国際交流情報紙発行 ・盛岡さんさ踊りへの ・国際交流情報紙発行
参加

（エコカーゴ）
・常設展示＆企画展示
・環境学習講座（月1回程）
・メルマガ配信（毎月）
TEL 019-606-1752 ・講師派遣
・地球温暖化防止フェア
（年1回以上）

・国際交流情報紙発行

・国際交流情報紙発行
・国際交流関係団体連
絡会議（予定）

ワールド文化・スポーツフェスタ（地域開催

「外国人との交流会～ちゃっとランド～」（毎月第1及びだい３土曜日 14時～15時30分（国際交流センター内）
国際交流活動助成申請受

・環境学習講座「もり ・環境学習講座
おか星空トーク」4/8
・「盛岡星まつり」展
示

環境学習交流センター

・aiina NEWS発行（隔月・奇
数月）
・メルマガ配信（毎月20日）

・ワンワールドフェス
タ11月19日（日）
・国際交流情報紙発行

外国人対象：生活支援セミナーの開催（3回）

国際交流センター

復興バザー

・情報誌「かだる」発
行
・いきいきシニアライ
フセミナー（盛岡市）
30年度「ご近所支え合い活動助成金」1次申請受付

・外国人相談（随時）

TEL 019-606-1717

・節分「豆まき」
・ひな祭りお茶会

・伝承おやつ作り「お
月見だんご」

TEL 019-606-1774

アイーナ管理事務室

・青少年育成セミナー ・国際交流シンポジウ
ム
・広報誌発行

社会生活に困難を有する子ども・若者支援推進事業（4回の連続講座）

・子育て支援指導者向 ・子育て親向け講習会 ・子育て支援指導者向 ・クリスマスコンサー ・冬の運動会
け研修会 第3回
「離乳食のすすめ方」 け研修会 第4回
ト

（７/１～７/７）

29年度「ご近所支え合い活動助成金」2次申請受付

・いわて希望塾
・青少年活動相談事業 ・青少年体験講座
（11/1-3）
相談事例検討会
・情報メディア対応力
養成講座
・子ども・家庭・地域
に関する交流セミナー
・広報誌発行

・環境学習講座
・100万人のキャンド
ルナイトinいわて
2017―夏―
・環境月間特別展示

国際交流活動助成申請受付

・環境学習講座 （エ ・環境学習講座
コクッキング）
・情報誌「てとて」発
行
・夏休み企画
・夏の省エネ・節電
キャンペーン

・環境学習講座
・情報誌「てとて」発 ・環境学習講座（エコ ・環境学習講座
・着物リメイクファッ 行
クッキング）
ションショー
・冬休み企画
（10/9）
・冬の省エネ・節電
キャンペーン

・環境学習講座（クッ ・環境学習講座
キング系）
・情報誌「てとて」発
行

・うちエコ診断事業

・モリモリウォーク
2017（4/23）
・懐かしのめんこ展
（4/19～4/28）
・めんこ遊び体験
（4/22）

・アイーナ回顧録写真 ・わくわくキッズラン ・高校野球県予選中継 ・囲碁将棋教室
・アイーナの写真コン ・手から元気づくり教 ・うたごえ喫茶
・マリオスハートフル ・親子料理教室
・元気なふるさと応援 ・岩手広告賞・広告美
展
ド
と県代表校への千羽鶴 ・バックヤードツアー テスト作品募集
室
・わくわくキッズラン クリスマス
・バックヤードツアー 交流フェア
術展
・世界遺産展示
・マリオスサマーフェ
・お絵かき大会
ド
・わくわくキッズラン
スティバル
ド

・第15回復興バザー
（6/10）

・第16回復興バザー
（10/9）

※予定は変更になる場合があります。スケジュールや催事の詳細については事前に各センターへお問い合わせの上ご参加ください。

