
大阪支阪支部活動報告 
 
2021 年度、2020 年度は、コロナウイルスのため、活動縮小しています。 
 
■大阪支部の活動報告(2021 年度) 

５月  支部長会（Zoom）、（全国総会） 
６月  守田科学研究奨励賞受賞講演会(本部主催、Zoom で参加) 
７月  支部総会 
９月  JAUW 国内奨学生、本部への推薦者選考 

2022 年 
１月  役員会 
３月  役員会 

     近畿支部グループオンライン懇談会(奈良支部主催、Zoom で参加) 
 
 
■大阪支部の活動報告(2020 年度) 

５月 （全国総会） 
６月  支部総会 

 ９月  JAUW 国内奨学生、本部への推薦者選考 
１0 月  国際女性年大阪連絡会 45 周年記念集会に参加 
2021 年 
１月  2020 年度国内奨学金贈呈記念スピーチ（本部主催、Zoom で参加） 

 ３月  近畿 4 支部合同で国内奨学生研究発表会(奈良支部主催、Zoom で参加) 
 
 
■大阪支部の活動報告(2019 年度) 

４月  支部総会 
５月 （全国総会） 
６月  全国総会報告 
７月  講演会「安井医学奨学金授与の報告」 
 講師：田中えみ（大阪市立大学大学院医学研究科 発達小児学 病院講師） 

 ９月  JAUW 国内奨学生、本部への推薦者選考 
１１月  研修会：宝塚ホテル建築と手塚治虫記念館 
１２月  講演会「食べ物と放射性物質の話」 

 講師：江幡淳子会員 
2020 年 
１月  新年会 

 ２月  講演会「訪日外国人観光客と地域の人たちとの共存・共生」 
     講師：大阪市立大学大学院文学研究科アジア都市文化学専攻 嵜本圭子さん 

 ３月  コロナウイルスのため、中止 
 



■大阪支部の活動報告(2018 年度) 
４月  支部総会 
５月 （全国総会） 
６月  全国総会報告 
７月  講演会「現代のタンパク質科学で読み解く古事記と日本書紀」 
 講師：中沢 隆 （奈良女子大学理学部化学生物環境学科・化学コース） 

 ９月  JAUW 国内奨学生、本部への推薦者選考 
１０月  研修会：『細雪』の背景～大大阪時代、船場と阪神間～…佐保会大阪支部の企画に参加 
１１月  親睦会： 神戸港ランチクルーズ 
１２月  シンポジウム２０１８に関して（意見交換） 
2019 年 
１月  新年会 

 ２月  講演会「イラン近代文学における翻訳文学にみられる近代批判精神の発露とその展開」 
     講師：大阪大学大学院言語文化研究科言語社会専攻 木下実紀さん 
 ３月  講演会「ω３脂質代謝物による接触皮膚炎の制御とその作用メカニズムの解明」 
     講師：大阪大学大学院薬学研究科創生薬学専攻 雑賀あずささん 

 
■大阪支部の活動報告(2017 年度) 

４月  支部総会 
５月 （全国総会） 
６月  全国総会報告 
７月  全国セミナーについて 

 ９月  JAUW 国内奨学生、本部への推薦者選考 
１０月  研修会：芦屋市谷崎潤一郎記念館を訪ねて 
１１月  研修会：『源氏物語』ゆかりの地文学散歩…佐保会大阪支部の企画に参加 
１２月  全国セミナー２０１７に関して（意見交換） 

2018 年 
１月  新年会 

 ２月  講演会：「生きづらさ」を抱える子育て期女性のためのケアシステムモデル構築 
     講師：大阪府立大学大学院人間社会システム科学研究科 石原田明美さん 

 ３月  2018 国際女性デー3.10 大阪集会 参加 
  講演会：アロマセラピーによる疲労・ストレス軽減作用機序の解明 

     講師：大阪市立大学大学院医学研究科 河合恵理子さん 
 
 
■大阪支部の活動報告(2016 年度) 

４月  支部総会 
５月 （全国総会） 
６月  全国総会報告 
    講演会「子育て支援プログラムについて」 

     講師：ＮＰＯ法人堺子育て・教育ネットワーク理事 飯尾光子氏 
７月  講演会「教科書を用いたポストリーディング活動の中学校における授業実践」 



     講師：大阪教育大学教育学部附属池田中学校英語科教員 西川美咲氏 
 ９月  JAUW 国内奨学生の推薦者選考・役員会 
１０月  講演会「人間の健康を守る植物たち」 
     講師：甲南大学名誉教授 田中修氏 
     （佐保会講演会に参加） 
１１月  秋の研修会 天保山遊覧船・大観覧車 
１２月  講演会「人生を豊かにする心の法則」 
     講師：心理カウンセラー・産業カウンセラー・Chiz－宙代表 中川千都子氏 

2017 年 
１月  新年会 

 ２月  講演会「自己免疫疾患の子どもの社会的自立に必要な内容の検討」 
     講師：大阪教育大学大学院教育学研究科 兒玉尚子さん 
 ３月  講演会「スタッフ看護師の視点からみた新人看護師教育と新人看護師の離職」 
     講師：大阪大学大学院医学研究科保健学専攻 大村優華さん 
 
 

■大阪支部の活動報告(2015 年度) 
４月  支部総会 
５月  第４回定時総会 
６月  第４回定時総会報告会と子育て支援プログラム参加者へのアンケート作り 
７月  講演会「中学生のいじめの防止」 

     講師：神戸大学大学院人間発達環境学研究科研究員 菱田一哉氏 
  講演会「中国の女性の地位について」 

     講師：中国山東省済南市出身の帳秀苹氏 
 ９月  JAUW 奨学生の推薦者選考と全国総会に向けて・役員会 
     神戸支部例会・演奏鑑賞会に参加 
１１月  研修旅行「小林一三記念館」訪問  

１２月  全国セミナー報告 

 201６年 

１月  新年会 
 ２月  JAUW 国内奨学生応募者 研究テーマ講演会 

「TFPE 基の有機合成化学的な利用の拡大と創薬への活用」 
   摂南大学大学院 薬学研究科 医療薬学専攻  池田 朱里さん 

３月  JAUW 国内奨学生応募者 研究テーマ講演会 
「介護職による看取り介護とその特性に関する研究」 
大阪市立大学大学院生活科学研究科生活科学専攻   小松 亜弥音さん 

 
   その他 

    ・大阪支部だより発行(4 月) 

    ・NPO 法人 堺市子育て・教育ネットワーク訪問 (４月・７月) 

    ・「働く女性と子育てについて」の紙上インタビュー(９月) 

    ・国内奨学生応募者全員に図書カード配布 



    ・2014 年国際奨学生で現在タイにて研究中の Taya Sirinya さんとメールにて交流 

    ・JAUW 会報第 256号「支部だより」に大阪支部情報掲載 

 

 
■大阪支部の活動報告(2014 年度) 

４月  支部総会 
５月  第３回定時総会報告会 
６月  講演会「タイにおける女性の地位」 

     講師：タイ王国大阪総領事館 副総領事 ウライワン・クーハプレマ 氏 
７月  講演会「フェアトレードのある暮らし」 

     講師：フェアトレード雑貨「エスペーロ」代表 齋藤和子さん 
 ８月  JAUW 奨学生の推薦者選考・役員会 
 ９月  講演会「食と健康 － 内科医からの提言」佐保会との共催 
     講師：田中クリニック 理事長・院長 田中善氏 
     講演会「国連と女性の人権」 京都支部と共催      

講師：JAUW 本部 国際ネットワーク委員会委員長 鷲見八重子 氏 
１０月  2014 年度国際奨学生のタイ出身シリニヤ・タヤさんを留学先の大阪市立大学に紹介 
１０月  京の秋 研修会 

１１月  （全国セミナー） 

１１月  全国セミナー報告 

 2015 年 

１月  新年会 
２月  会員 100 名拡大を目指して」の第２回ワークショップに参加 

 ２月  JAUW 国内奨学生 研究テーマ講演会 
「訪問看護師に対する高齢者総合的機能評価（CGA）を活用した 
介護予防教育プログラムの評価」吉行紀子さん 

３月  2014 年度国際奨学生との交流会 
Effect of green algae extract (SNE) and its derived fractions  
(PE and CF) on Dextran Sodium Sulfate (DSS) 
induced colitis in mice.」Ms. Sirinya.Taya 
Ms. Sirinya.Taya を囲んでの懇談会 
 

 
■大阪支部の活動報告(2013 年度) 

４月  支部総会 
５月  第２回定時総会報告会 
６月  講演会「味覚とおいしさの科学」 

     講師：龍谷大学准教授 山崎 英恵 氏 
７月  講演会「救急領域における家族への支援」  

     講師：園田学園女子大学 人間健康学部 人間看護学科  久保田 千景 氏   
９月  JAUW 奨学生の推薦者選考・役員会 

  １０月  全国セミナー 参加 



  １１月  研修旅行（六甲山ホテルにて） 
  １２月  全国セミナー参加報告 
   １月  新年会 

２月  JAUW 国内奨学生 研究テーマ講演会 

「途上国における理想子供数と現実子供数の乖離の要因分析」相原絵理子さん 

３月  JAUW 国内奨学生 研究テーマ講演会 

「糖尿病モデル動物の初代培養肝細胞を用いた糖質代謝に対する各種ホルモンの影響」」出口美

輪子さん 

 


