おおふなと花の会
水 やりや 花が ら摘み 、除 草、

船 渡市 市民 活動 支援 事業 補助

「おおふなと花の会」は、大
とな り、 参加 者全 員が 協力 す

かせ ると いう 共通 の目 標が 蕾

もが気軽に参加でき、「花を咲

男性も女性も私らしく生きる社会を目指して

ジェンダー平等を考えよう！～講演会のご案内～

市は、 とも に協 働 する まち
この コー ナー では 、大 船渡

金 を受 け、 令和 ３年 度事 業で
るこ とで コミ ュニ ティ の花 を

午後６時【月～金曜日
（祝日を除く）
】 渇ホームページ＝http://ofunatocity.com/ 渇Ｅメール＝shimin@ofunatocity.jp

づく りを 目指 してい ます 。

「花と緑のまちづくり」を行い

咲か せる 」活 動を 広め てい ま

一緒 に活 動す る仲 間を 募集

大船 渡市 市民 活動 支援 セン

渇所在地＝大船渡町字野々田10-3（キャッセン・モール＆パティオＢ棟５２２０） 渇電話＝頴5702 渇時間＝午前10時～

市 市民 活動 支援 セン ター の協
力 のも と、市 内 の市 民活 動団
回は、「おおふな

体 やイ ベン ト情 報な どを 紹介
し ます 。第

ま した 。こ の活 動は 誰で も楽

す。ま た、 コロ ナ 禍で 外出 を
ス タ ー 、グ リ ー ン ア ド バ イ

と花 の会 」の 紹介で す。

しく参加でき、「１人１人が自

控え る中 、自 宅で も楽 しめ る

ザ ーを 始め 、お 花を 好き な有

施肥 など は軽 作業 が多 く、 誰

分 たち の身 の回 りを きれ いに

園芸 の良 さを 再確 認す るこ と

■ 活動内 容

し、美しい景観を共有しよう」

志が 集ま り活 動して いま す。

しな がら 、明 るく 潤い のあ る

し てい ます 。お 花を 好き な人

■皆 さん に一 言

美し い街 並み を作 り出 す活 動

は もち ろん 、育 て方 がわ から
な くて 困っ てい る人 、こ れか
ら お庭 づく りを 始め たい 人な
ど、 どな たで も 歓迎 しま す。
私達 と一 緒に 活動し まし ょう 。
と緑 を通 じた まち づく りの た

ター（察頴５７０２）

▽問 い合 わせ 先
め、ハ ン ギン グバ スケ ット マ

公 共施 設の 花壇 の整 備や 花

１８ 年４ 月に 結成 しま した 。

お おふ なと 花の 会は 、２ ０

■どん な団 体？

をして いま す。

うこ とで 、市 民の 健康 を維 持

「花と緑のまちづくり」を行

もでき まし た。

マリーゴールドの種まき

（6）

※フェイスブック、ブログ、ツイッターを随時更新中

■大船渡市市民活動支援センター

暫演題罫「離婚やＤＶ等相談の具体例」
認定ＮＰＯ法人ヒューマンライツ・ナウ副理
事長 伊藤和子氏（弁護士）
渇申込方法＝電話、ファクス、Ｅメールのいず
れかで申し込みください。ファクス、Ｅメー
ルの場合は、氏名（ふりがな）、連絡先を記載
ください。
渇申込先・問い合わせ先＝ジェンダー講演会開
催実行委員会
（察090-8928-7725／捌鰻7726）
【Ｅメール】
ofdanzyo@gmail.com

渇日時＝５月15日（日）
午前10時
※開場は午前９時30分
渇会場＝リアスホール
（マルチスペース）
渇入場料＝無料
渇定員＝100人（先着順）
渇講師と演題
暫演題繋
「ジェンダーを通して社会を見る」
認定ＮＰＯ法人ヒューマンライツ・ナウ副理
事長 後藤弘子氏
（千葉大学大学院教授）
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と する 心を 育む こと を目 的と
し ていま す。

椿を使った寄せ植え教室

