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２００６年度事業報告書 

2006.4．1～2007．3．31 

特定非営利活動法人 東京都地域婦人団体連盟 

 

１事業の成果 

この法人は昭和２３年創立以来活動をしてきた東京都地域婦人団体連盟の事業を継続しており、よ

りよい地域社会の発展のために､ブロック別研究協議会、指導者講習会などの開催を行い、広く都民を

対象に事業をおこなっている。今年度は『個の力、地域の絆で暮らしをまもる』のテーマをかかげ、

地域活動の活性化につなげていくことあげて活動をおこなった。ブロック別地域団体研究協議会では

２つの地域でそれぞれ、他団体や一般都民によびかけて、消費者問題や青少年の健全育成に関して学

習会を行うことができた。特別養護老人ホームの見学や家庭における介護保険制度の利用の実態聞き

取り調査をして、改正介護保険制度による介護の社会化を考え始める初年度となった。消費者問題へ

の取り組み、大気汚染を防ぐための二酸化窒素測定運動、平和を築くため第五福竜丸展示館前でのお

花見平和つどい、北方領土返還を求める運動など広く都民に呼びかけた。他団体との連携では東京都

消費者月間事業、グリーンコンシューマ運動など幅広く取り組むことが出来た。 

 

２事業の実施に関する事項 

 

（１） 特定非営利活動に関する事業 

事業名／事業内容 実施日 

 

場  所 従事者

数 

受益対象者

数 

決算額

千円

消費生活及び環境問題などに関する調査研究、情報の収集提供並びに集会の開催 

ブロック研究協議会 １１月～２

月 

〔２回〕 

日弁連他 5 

 

200 人〔都内〕 162 

家庭における介護保険聞き取り調査、報

告会、懇談会 

 

１月～3 月 

 

セントラル

プラザ他 

 

50 

不 特 定 多 数

〔都内〕 

 

 

 

生活・環境を守る運動、二酸化窒素測定

運動、 

通年、 

６月､12 月 

事務所他 100 不特定多数 

〔都内〕 

731 

地域女性団体の指導者養成 
8 月 30 人  指導者研修会 

 

長野県他 5 

  
広報活動 
婦人時報の発行 毎月 事務所 5 2000 人(全国)

ホームページ更新 毎月 事務所 5 不特定多数 

2852 

他団体との連携､共同.交流活動 

東京都消費者月間実行委員会に参加 通年 都内 30 

東京消費者団体連絡センターに参加 通年 都内 30 

北方領土返還運動 通年 都内 30 

サッカーくじ反対運動 通年 都内 30 

グリーンコンシューマー東京ネットに

参加 

通年 

 

都内 

 

30 

 

全国消団連・消費者大会に参加 通年 都内 30 

 
不特定多数 
〔都内〕 

 
4253 

普及・啓発・文化・教養   

観劇会の実施 ６月、11 月

２月 

新橋演舞場、

国立劇場他 

30 500 人 

〔都内〕 

2140 
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環境にやさしい商品普及・啓蒙(ちふれ

化粧品、早煮昆布など) 

通年 都内 30 1000 人 

〔都内〕 

ＤＶＤ｢四季を楽しもう～うたと遊び｣

普及活動 

4 月～3 月 事務所 30 不特定多数 0 

１．会    議 

１  総  会  

  2006 年度（平成 18 年度）年次総会   2006.5.17 

総会議事＝事業報告・決算報告・監査報告、事業計画案審議、予算案審議 

役員改選選挙 

 

〈２００６年度事業計画〉 

１ 基本方針 
 中心テーマ「個の力、地域の絆で暮らしをまもる」をかかげて 2 年目を迎えました。本会の特色で

ある「地域組織の活性化」を最大の課題として、それを作り上げるための基盤になる個人の意識の高

まりを、どう育てるかは東京地婦連としての役割になります。 
それと同時にお互いが連携し合い、話し合いを深めていくことが大切だと確認し、今年度は具体的

に取り組む必要があります。さらに地域活動を盛り上げる方策を検討することに力を入れたいもので

す。重要なことは、私たちの運動を盛り上げるための課題を適確に選択し、それぞれの地域の特色あ

る活動につなげることを視野に、環境・消費生活・地域福祉・青少年・男女共同参画などの問題に取

り組みます。 
 他団体との共同運動については実効あるものにし、さらに平和・憲法問題についても積極的に努力

を積み重ねていきます。 
 
２ 重点事業 

（２００６年度テーマ） 「個の力、地域の絆で暮らしをまもる」 
＊ 中央集会並びにブロック別協議会 

   ブロック別研究協議会を都内２ヶ所で開催 
   また、その集約の中央集会を年度末に開催する 
＊指導者養成  第５２回指導者研修会開催、部活動の充実 

＊子ども向け教材「四季を楽しもう―うたと遊び」普及活動の実施（２００５年度子どもゆめ基金

助成事業） 
＊定款及び組織問題の検討  検討委員会を設置 
＊活動及び調査研究  問題によっては実行委員会を設けて推進 
           実行委員会には関係各部から参加するほか、組織外からの参加を求める 
 
イ 環境をまもる運動 

 循環型社会形成をめざして、グリーンコンシューマー運動や廃棄物問題への取り組みなど、身近な地域活

動を推進する。緑の保全、大気汚染測定運動、地球温暖化防止など環境保全に向けての活動に取り組む。

地球環境問題を科学的に解明する研究機関「国立環境研究所」を訪問し、日常活動に役立つ情報を収集し、

地域活動に生かす。 

 
ロ 生活をまもる運動 

 消費者が主体性をもって行動するために必要な安全の確保、情報の公開、被害の救済、意見の反映

など「消費者の権利」の確立と実効性確保のための運動を推進する。食の安全に関しては、消費者へ

の真の情報提供と意見交換が不可欠であり、形だけではないリスクコミュニケーションの確立を求め

る運動を展開する。加えて、消費者への適切な情報提供手段としての食品表示のあり方について研究

する。また、企業の社会的責任（ＣＳＲ）を重視した経営の促進、消費者契約法の見直し等を進める。

さらに消費者被害等を解決するために必要な司法制度について検討する。                  
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ハ 青少年にかかわる運動 

 ゲームやアニメ等の影響もあり、「命の大切さ」を実感できない子どもが増えていると言われる現在、

次代を担う心身ともに健全な青少年の育成をめざし、家庭と地域と学校との連携を密にするよう働き

かける。青少年をとりまく環境浄化や少年法の問題に取り組むと共に、地域での子育て支援や、増加

する児童虐待問題など母親世代との交流をはかり地域対策を充実させる。引き続きサッカーくじやカ

ジノなど、ギャンブル反対運動を推進する。 
 
ニ 地域福祉への取り組み 

 福祉制度の改正について勉強会を、関係部所と連携して開催する。急速に進行した高齢社会に対応

するため,介護、住宅、医療、年金など地域福祉の諸問題についての学習や福祉施設の見学を実施する。 
 最近多くなった高齢者を狙う悪質商法、“振り込め詐欺”などに騙されないよう、啓蒙を充実させる。

また、児童福祉施設の充実を図るための運動を推進する。 
 
ホ 平和を築くための運動 

 「平和憲法をまもる市民と団体の会」に参加し、現憲法の重要性を訴え、特に九条を守る運動を展

開する。また、北方領土返還運動をはじめ、核兵器廃絶、被爆者援護、東京都の非核都市宣言を実現

させる運動等についても他団体と連携する。さらに市民 8 団体による「第五福竜丸から平和を発信す

る連絡会」が主催して、東京地婦連植樹の八重紅大島桜と共に｢お花見平和のつどい」を毎年開催する。 
 
へ 男女共同参画の推進 

東京都内各区市町村での男女平等基本条例の制定に向けて、地域における男女平等の点検を実施する。

また、ジェンダーフリーの意味の正しい説明を通して、男女平等の基本的考え方の理解を進める運動

に取り組む。 

 

ト 政治への関心を高めるための運動 

 汚職議員に投票しない運動、公共事業への政治家関与の監視、税金の使い方への関心を高め、企業

の政治献金の禁止の運動を展開する。また、社会保障制度の将来像について学習しつつ、公平な税の

負担のあり方について検討する。 
 
チ 文化を育てる 

 広く文化を育て、特に東京の文化財、史跡等への関心を高める学習・視察等を推進する。 
 
リ 健康を守る運動 

 健康を守るための活動を推進し、結核予防会の運動に協力する。 
 
ヌ その他 

 ＊ちふれ化粧品  地婦連が開発した商品として普及・頒布する。 
 ＊機関紙の発行  毎月１回「婦人時報」の発行。購読の推進。 
 ＊財政計画    賛助員・賛助団体制度の普及。観劇会（年間２回、その他随時）、物資の斡旋そ

の他。  

２ 会議 

定例会（毎月 2 回）、部長・副部長会（毎月２回）、常任委員会(年 2 回)、三役会（１０回） 

学習会（５回） 

・農産物の流通と表示について（講師：酪農学園大学教授 細川充史） 

・改正介護保険制度について 

・消費者月間交流フェスタ出展事前学習会「日本の森林世界の森林を守るために」（講師：飛田恵理

子） 
・男女平等参画のための東京都行動計画の改定にあたっての基本的考え方について～ワーク・ライ
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フ・バランスを中心に」（講師：東京都男女平等参画・青少年対策室企画調整担当係長 赤羽朋子） 
・ベターリビング「住宅の部品のトレーサビリティ」（講師：新事業推進部・山内課長） 

 
 
２． 活動および調査研究 

１ 中央集会並びにブロック別協議会 

ブロック会議２００６ 

１．「少年非行と少年法を考える～日弁連との懇談会～」 

共催  財団法人全国婦人会館 
日時  ２００６年１１月１５日（水）１０：３０～１２：３０ 
会場  日本弁護士会館 17 階 １７０２会議室  
参加者 ５０名 
内容 講演と意見交換 
    テーマ  「少年非行と少年法改正問題について考える」 
        斉 藤 義 房 氏 弁護士(少年法｢改正｣問題緊急対策チーム座長)  
        伊 藤 由紀夫 氏 家庭裁判所調査官 
 

２．「クレジットカードのしくみとカードトラブルから身を守る」 

共催  財団法人全国婦人会館 
後援  日本消費経済新聞社 
日時  ２００６年１１月２４日（金）１３：３０～１５：３０ 
会場  中央区立築地社会教育会館 2 階 講習室  

中央区築地 4 丁目 15 番 1 号  ℡ ０３－３５４２－４８０１ 
参加者 １００名 
内容  講演と意見交換 

    テーマ「新しいクレジット時代の到来～カードのトラブルから身をまもるために」 
     講 師  吉田 春生氏（元ビザインターナショナル 金融ジャーナリスト） 
 
３.「地域における介護保険制度問題研究集会」 

共催  財団法人全国婦人会館 

日時  ２００７年３月１２日(月) １３：３０～１６：００ 

会場  東京都消費生活総合センター 教室 Ⅰ・Ⅱ 

        （新宿区神楽河岸１－１ セントラルプラザ１７階）  

参加者 ５０名 

内容 ①調査報告「地域における介護保険制度聞き取り調査」報告 

②講演「介護保険制度の現状と問題点」 

講 師 社会福祉法人多摩同胞会府中市立特別養護老人ホーム 

あさひ苑施設長 鈴木 恂子氏 

③意見交換   

  

２ 指導者養成 

 第 52 回指導者研修会 
と き ２００６年８月３０日（水）～３１日（木） 

ところ 東京商工会議所蓼科フォーラム  

内 容 みんなで語ろう！私たちの地域活動～各団体からの報告・懇談～ 

  そばうち体験とうちたてそばの昼食 

 

３  環境をまもる運動  
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（１）東京都消費者月間「見て聞いて話そう」出展パネル作成 

  日本の森林・世界の森林を守ろう 

（２)グリーンコンシューマー東京ネットに参加  (2001 年７月～) 

・2006 東京国際包装展（06.10.3～７） 

・連続セミナーに参加（木づかい連続講座、学習会、間伐体験） 

（３）大気汚染測定運動 

 ・大気汚染測定    ２００６年６月１日～  ６月２日       １９５ヵ所  

                          １１月３０日～ １２月１日      １９５ヶ所 

 ・大気汚染測運動東京連絡会に参加 

    幹事会、報告会 

    東京大気汚染公害裁判の全面解決を求める団体署名に協力 

（４）環境にやさしい買い物キャンペーン月間に協力   （06.10） 

（５）環境保全にかかわる見学会 

（６）容器包装リサイクル法の改正を求める全国ネットワークに参加 

（７) デポジット法制定全国ネットワークに参加             1997 年４月～ 

（８）ペットボトルをやめさせる会に参加 

（９）美しい東京をつくる都民の会に参加 

（１０）地球温暖化防止・東京連絡会に参加 

・省エネ伝道師セミナー・省エネマイスター制度の普及 

・家電製品消費電力調査・エコワット測定 

（１１）地球環境と資源エネルギーを大切にする国民運動全国会議「全国集会」に参加 

（東京ビッグサイト）（07.1.31） 

（１２）プラスチック工業連盟との懇談会に出席（07.3.27）  

 

４  生活をまもる運動   

（１） 消費者被害・消費者教育、食の安全、意見書提出 

  ・食品表示問題研究会を実施 

    学習会（農産物の流通と表示について 講師：細川充史 06.6.16） 

築地市場見学（06.10.11） 

・消費者被害防止のための事業者規制のあり方について（東京都消費生活対策審議会部会中間報

告）について意見書（東京都生活文化局）（06.8.18） 

・拙速な米国産牛肉の輸入再開について要望書（厚生労働大臣、農林水産大臣） 

（06.6.26） 

・食品照射反対連絡会に参加 

「放射線を食べ物に照射食品？！」リーフレット作成配布 

 打合わせ会   結成集会（9.30）  各省へ要請行動（06.11.13） 

（２）2006 東京都消費者月間事業に参加（実行委員長） 

   テーマ 「広げていこうコミュニケーションの輪」 

都庁会場  10 周年記念講演・シンポジウム（06.10.2） 

講演「地球と話そう～ちょっとＥＣＯ生活」 

パネルディスカッション「環境配慮型商品って何だろう」 

新宿西口広場会場 「見て聞いて話そう！交流フェスタ 」（06.10.20～21） 

・ 4 つのゾーン「環境・企業の社会的責任・消費者被害・その他」 

・ パネル展示「森の荒廃を私たちの手でまもる」 

地域会場 

・多摩Ⅰ会場「シンポジウム できる？ちょっとエコ生活」 

多摩消費生活センター（06.10.13） 

・練馬会場 「消費者と企業のコミュニケーション～表示を介して」 

石神井公園区民交流センター（05.10.9） 
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・ 多摩Ⅱ会場「講演会 急がれる金瀬・経済教育～こどもたちが危ない」 

調布市民プラザ・アクロスホール（06．11.27） 

特別企画（都消費生活総合センターにおいて） 

「どうする？社会が作り出した多重債務という病」   （06.9.14） 

「超高金利を糾す～多重債務被害者を救うために」   （06.11.14） 

（３）東京消費者団体連絡センターに参加          1986 年より 

・東京都へ予算要望とヒアリング 

・提言、パブリックコメント、審議会委員の推薦 

・学習会開催  「改正介護保険制度について」「東京都消費生活条例改正に向けて」「健康食品

に関する東京都食品安全情報評価委員会報告」 

・自衛隊のイラク派兵に反対する平和行動パート４ 東京から平和を考える街頭宣伝行動      

（（新宿駅西口）（06.12.21） 

（４）酪農学園大学（北海道江別市）公開シンポジウム「ミルクと酪農の真実と未来」 

（東京消費者団体連絡センターと共催）  （都消費生活総合センター）（06.11.9） 

酪農学園「飲料アンケート」に協力 

（５) 生活をまもる都民会議に参加 

    生活をまもる都民集会・運営委員会  

 (６)全国消費者団体連絡会に参加  （2001 年 4 月～） 

  ・食のグループに参加（定例会、食品安全委員会との懇談、施設見学会等） 

・消費者団体訴訟制度研究会に参加 

・消費者関連法検討グループに参加（消費者基本計画、消費者契約法改正、内閣府との意見交換

会等） 

  ・50 周年記念事業に参加   砂防会館（06.9.7） 

・学習会・集会に参加 

消費者団体訴訟制度の導入をめざす国会集会（06.4.5） 

出資法上限引き下げ・利息制限法改悪反対 

要請書（06．9.11）   反対集会 1000 人パレード（06．10.17） 

    第４回消費者団体交流会（06.7.25） 

  ・「国産・外国産農産物オークション実験への協力者募集」に協力 

（７）第４５回全国消費者大会に参加 

（国立オリンピック記念青少年総合センター） （06.11.29）  

テーマ「消費者パワーで未来を創ろう 安全で安心してくらせる平和な社会を」 

〈分科会〉 

①消費者政策「発揮しよう！消費者の底力～消費者被害・団体訴権・消費生活条例―消費者・消

費者団体の役割を考える～」―運営団体 

②食「食に関する情報を見分けよう～はんらんする「安全・安心・危険・不安」に惑わされない

ために～」 

③税･社会保障「税・社会保障制度は誰のために？～若者・高齢者のくらしの実態から考える」 

④司法制度「普段の自分で裁判員～参加意欲のわく制度へ～」 

⑤環境「地球温暖化防止は まったなし！！！～環境破壊の流れをかえよう～」 

⑥暮らしと憲法「実感していますか？くらしの中の憲法」―運営団体  

〈全体会〉「みんなで考えよう！くらしの中の安全・安心」 

（８）牛肉のＢＳＥ対策問題への対応 

・拙速な米国産牛肉の輸入再開について要望 

（厚生労働大臣、農林水産大臣）（06.6.26） 

・学習会、リスクコミュニケーションへ参加、意見 

（９）ＰＬオンブズ会議に参加  

  ・「2006 報告集会―安全情報は誰のもの」(主婦会館)     （06.6.30） 

（１０）司法に国民の風を吹かせよう（風の会）（02.4～ 

  ・司法に国民の風を吹かせようパートⅦ～ⅩⅣ（プラザエフ） 
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（１１）東京都「消費者団体情報交流集会」など に参加 

  ・レジ袋は必要か（06.12.6）ストップ製品事故（07.3.23） 

（１２）食品に関するリスクコミュニケ―ション（ＢＳＥ、鳥インフルエンザ、遺伝子組み換え農産

物等）に参加 

（１３）表示問題についての取り組み 

・ 表示連絡会（ドレッシング類及び合成洗剤・石けん） 

・ 全国飲用牛乳公取協「消費者表示懇談会」勉強会（9/22）、はちみつ公取協「懇談会」（10/24）、

「蜂蜜・加糖蜂蜜の試売検査会」（11/2）、ペットフードの表示に関する連絡会（3/23） 

・ 公正競争規約制定に関する取り組み―公聴会で意見 

総付け景品規制緩和 ドレッシング類の表示に関する公正競争規約の新規設定  

しょうゆの表示に関する公正競争規約の新規設定 

・ 公正取引委員会と消費者団体との懇談会（06.4.20） 

・ 家電製品消費者意見交換会（家電公取協） 

・ 電製品消費者団体意見交換会（流通システム開発センター）に参加（11/21） 

（１４）情報通信政策について 

・総務省審議会・通信・放送など検討会・懇談会に参加 

・東京都電機商業組合との消費者懇談会に出席（07.3.8） 

（１５）タクシー利用者と業界代表との意見交換会へ出席（06.11.27） 

（１６）日本チェーンストア協会との懇談会  （06.6.15） 

（１７）要望・意見書（１１件） 

･ 拙速な米国産牛肉の輸入再開について要望（厚生労働大臣、農林水産大臣）（06.6.26） 

･ 利息制限法の遵守について（自由民主党金融調査会）（06.6.27） 

・ 消費者被害防止のための事業者規制のあり方について（東京都消費生活対策審議会部会中間報

告）について意見（東京都生活文化局）（06.8.18） 

・ 「食品への放射線照射について（案）」に対する意見（内閣府原子力政策担当室）（06.8.24） 

・ 「地上デジタル放送の在り方と普及に向けて行政の果たすべき役割」（情報通信審議会平成 16

年度諮問第 8 号 第 3 次中間答申に対する意見）（総務省）（06.8.） 

・ 「有料老人ホームに関する不当な表示の運用基準の一部変更（案）」に対する意見及び、その

他意見（公正取引委員会事務総局経済取引局）（06.9.2） 

・ 独占禁止法における違反抑止制度のあり方等に関する論点整理」に係る意見（内閣府独占禁止

法基本問題検討会）（06.9.5） 

・ 電話のユニバーサルサービス制度の（06.10.30） 

・ 女性は子どもを産む機械」発言の柳沢伯夫厚生労働大臣の解任・辞任を求めます（内閣総理大

臣、厚生労働大臣）（07.2.7） 

・ 「少年法」改正法案に対する意見書（衆議院法務委員）  （07.3.20） 

・ ユニバーサルサービス制度の将来像に関する研究会の検討アジェンダ案に関する意見（総務

省）（07.3.2） 

 

５ 青少年にかかわる運動   

（１） スポーツ振興サッカーくじ反対運動 

（２）少年法「改正」法案反対運動 

 「少年法」改正法案に対する意見書（衆議院・参議院法務委員）（06．4.5） 

  少年法「改正」法案問題点解消を求める市民集会パートⅢ～Ⅶ(日弁連) 

少年法改悪を許さない！連続院内学習会・日弁連懇談会に参加 

 

（３）青少年向け優良映画の推薦（5 件） 

 ・家の鍵 （イタリア映画）（06.4） 

 ・ＧＯＡＬ！―ＳＴＥＰ１イングランド・プレミアリーグの誓い（06.6） 

 ・奇跡の夏(韓国映画）（06.7） 
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・あなたを忘れない（07.2） 

・筆子 その愛―天使のピアノ（07.1） 

 

 

６  地域福祉への取り組み   

（１）地域における介護保険制度聞き取り調査（07.1～1.31） 

（２）特別養護老人ホーム「高松園」（練馬区）見学（07.1.24） 

（３）ふるさと東京村づくり塾構成員会議に参加 

（４）社会を明るくする運動に協力 

（５）意見書提出「有料老人ホームに関する不当な表示の運用基準の一部変更（案）」に対する意見及

び、その他意見（公正取引委員会事務総局経済取引局）（06.9.2） 

 

７  平和を築くための運動  

〈平和運動〉 

（１）第五福竜丸から平和を発信する連絡会に参加     2001 年 12 月 1 日～ 

・お花見平和のつどい 2006 を開催(第五福竜丸展示館エンジン前広場)  

    折り鶴コーナー、打ち合わせ会              （06.4.1） 

・東京都原爆犠牲者慰霊祭追悼のつどいへ折り鶴献納  

・第五福竜丸展示館３０周年記念「廃船を観る会」に参加(学士会館)（06.6.30)   

（２） 平和憲法を守る・核廃絶運動 

  ・女性九条の会・街頭リレートークに参加（新宿西口）（06.4.8） 

・ピースアクション in TOKYO＆ピースパレード（06.6.12） 

・九条フェスタ２００６に参加（品川区総合区民会館）（06.10.1） 

・自衛隊のイラク派兵に反対する平和行動パート４ 東京から平和を考える街頭宣伝行動      

（（新宿駅西口）（06.12.21） 

・原爆認定集団訴訟支援 

 市民集会に参加（日比谷公会堂）（07.1.31） 

〈北方領土返還運動〉 

（１）北方領土の返還を求める都民会議に参加 

・総会（東京芸術劇場会議室）         （06.6.26） 

（２）第２５回北方領土の返還を求める都民大会（東京芸術劇場小ホール） （07.1.29） 

（３）平成１７年北方領土返還要求全国大会（九段会館）           （07.2.7） 

（４）北方領土産「早煮昆布」「根昆布」「昆布しょうゆ」「ギフトセット」頒布 

    

８  男女共同参画の推進 

（１）男女平等参画推進行動計画作成              

 (２) 女性参政権行使６０周年記念集会に参加 (婦選会館)       (06.4.10） 

（３）婦選獲得６１周年記念集会 に参加（参議院会館）       （06.12.19） 

（４）意見書提出 

「女性は子どもを産む機械」発言の柳沢伯夫厚生労働大臣の解任・辞任を求めます（内閣総理

大臣、厚生労働大臣）（07.2.7） 

９  政治への関心を高めるための運動   

（１）「新ガイドラインに反対し,平和憲法をまもる市民と団体の会」に参加（1999 年 4 月） 

・憲法記念集会「平和憲法と日本の存亡―憲法９条・米軍再編・基地問題を考える」 

（参議院議員会館（06.5.9） 

  ・５.３憲法集会「とめよう“戦争する国”づくり・生かそう九条のちから」に参加 
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（日比谷公会堂 06．5.3） 

  ・「国民投票法案」に反対する請願署名（07.2～3.1） 

（２）汚職に関係した候補者に投票しない運動をすすめる会に参加 

（３）司法制度改革問題への取り組み 

 ・司法に国民の風を吹かせよう実行委員会（風の会）に参加 

 ・「司法に国民の風を吹かせようﾊﾟｰトⅥ」～パートⅩⅣ(主婦会館)  

 

10 文化を育てる運動   

(１) 観劇会開催 

・前進座 75 周年記念公演｢謎帯一寸徳兵衛・魚屋宗五郎｣〔国立劇場〕（06.5.17） 

・夏期観劇会（新橋演舞場）「京紅物語」（06.7.26）   

・早春観劇会（明治座）「仇討ち物語・でんでん虫」（07.2.5） 

・国立劇場４０周年記念観劇会「元禄太平記」（国立劇場 06.10.12 11.22 12.11） 

 

11 健康を守る運動 

・複十字シール募金運動（06.8～06.12） 

・結核予防週間に協力（06.9.24～30） 

・第 11 回結核予防関係婦人団体中央講習会に参加（07.2.14～16） 

・第 58 回結核予防全国大会・研鑽集会に参加（07.3.27～28） 

 

３．ちふれ化粧品の普及、頒布 

  ・ちふれ化粧品の共同購入随時 

  ・ちふれ化粧品使用者アンケート実施（06.4） 

               

４．機関紙「婦人時報」の発行 

    毎月１回１５日発行    ２００７年３月１５日発行号は第６４１号 

  昭和２８年４月から発行。 毎月１回編集委員会開催 

ホームページの更新 毎月１回 

 

５．事業資金獲得 

  (１) 観劇会開催 

   ・前進座 75 周年記念公演｢謎帯一寸徳兵衛・魚屋宗五郎｣（国立劇場）（06.5.17） 

・夏期観劇会（新橋演舞場）  「京紅物語」（06.7.26）   

・早春観劇会（明治座）「仇討ち物語・でんでん虫」（07.2.5） 

・国立劇場４０周年記念観劇会「元禄太平記」（国立劇場 06.10.12 11.22 12.11） 

 (２)賛助員制度の推進 

  (３) 物資の斡旋等、婦人服バザー(全国婦人会館) （06.8.1 07.2.1） 

 

６．全国地域婦人団体連絡協議会関係事業 

 (１) 理事会 

２００６年度年次理事会（国立オリンピック記念青少年総合センター）（06.5.24

～25） 

 第２回理事会（国立オリンピック記念総合センター）      07.2.20 

（２）常任理事会（４回）   5/8  8/4  10/25 2/19 

（３）第５４回全国地域婦人団体研究大会（群馬県）  （06.10.25～26） 

   出席者：川島霞子、谷茂岡正子、水野英子、端山純子、稲葉良子、中村悦子、川口信子、中尾

喜久子、黒崎照子、鈴木三枝子、古田桂子、事務局他 22 人 

（４）２００６年度全地婦連関東ブロック会議（横浜市）    （06.9.25～26） 
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出席者：川島霞子、水野英子、森谷敦子、山下陽枝、稲葉良子、小松崎千江子、中村悦子、中

尾喜久子 

 (５) 研修会 

・全地婦連リーダー研修講座（国立オリンピック記念青少年センター）  （06.6.22～23） 

       出席者：飛田恵理子 

・平成 18 年度幹部研修会（国立オリンピック記念青少年センター） （07.2.19～20）  

出席者：川島霞子、荻生万寿子、犬伏瑠璃子 

 

 

９．その他 

・ＤＶＤ［四季を楽しもう～うたとあそび～」（３３分）桜映画社製作 普及・配布 

・インドネシア・ジャワ島中部地震募金―ＮＰＯ法人柔道で世界と手をつなぐ育成クラブを通して（２

６８，０００円）（06.6） 

・仁川消費者団体協議会代表との交流（全国婦人会館）（07.3.9） 

 


