
あなたのステップアップを応援します！

午後1時半～午後4時

※写真は第9期の様子

原則として熊本市在住・在学・在勤の18歳以上の女性
地域や職場のリーダー、地方公共団体等の審議会委員として活躍したいと考えている方
5000円（全9回）

20人（先着順）  ※託児あり（１歳半～未就学児、要事前予約、人数制限あり、無料）
4/5 から受付。応募用紙に必要事項を記入し、郵便、メール、直接持参で
当館へ提出。または右申込フォームからの受付も可。（定員になり次第終了）
※応募用紙はホームページからもダウンロードできます。アドレス等は裏面をご確認ください。

熊本市男女共同参画センターはあもにい2階学習室ほか

熊本市男女共同参画センターはあもにい

　「はあもにいウィメンズカレッジ」 は、 政策・方針決定の場に参画し自らの考えを発信でき、

地域や職場のリーダーとして活躍する女性人材の発掘と育成を目的としています。

　全 9 回の講座では、 男女共同参画社会の現状や課題を学び、 ダイバーシティの視点、

グループワークでの合意形成や意見交換の手法など、 役立つスキルの習得も目指します。

　さまざまな分野で誰もが個性を発揮し活躍するためには、 男女共同参画社会の実現が不

可欠です。 これまで約 200 人が修了し、行政の審議会委員など複数名誕生。 修了後もフォ

ローアップ講座や期を超えた交流の場作りを行います。

　あなたも 「はあもにいウィメンズカレッジ」 を受講して、新しい一歩を踏み出してみませんか。

申込用フォーム
※先着順のため
受講確定はメー
ルでお知らせし
ます。

2023 年 6月17日（土）～翌年 1月27 日（土）

託
児

申　

込　

者

志
望
動
機　

ネ
ッ
ト
環
境
に
つ
い
て

有 ・無
名前

勤　務　先

在　学　校

現　住　所

　　　　ほか

氏　名

ふりがな

生年月日 昭和 ・平成　　　　年　　　　月　　　　日 （満　　　　才）

電話

メールアドレス

名称 （会社名、 学校名）

所在地

所属 （学部 ・学科） 役職 （学年）

携帯

〒　　　　－

名前年齢 （生年月日） 年齢 （生年月日）

※託児は講座開講日に満 1歳 6 カ月になっているお子様から未就学児までが対象です。
（途中からのお預かりができかねますので、 可能性がある場合は講座初回よりお申し込み手続きを行ってください。 講座途中に規定の
年齢に達する場合はその月から託児が可能です。 事前にご相談ください）

※書面に記載された内容は、 本講座に関する目的のみに使用します

※感染症流行 ・荒天候などにより、 講座がオンライン開催になる場合があります

※１００文字以上。 できるだけ詳しくご記入ください

●パソコンやタブレット類を使用し、 【ＺＯＯM】 を使って自宅等からの参加は可能ですか

　　１. できる　　２. できない　　３. その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

●Wi-Fi 環境は近くにありますか

　　１. 自宅にある　　２. 自宅外に使用できる場所がある　　３. ない

※諸連絡はすべてメールで行います。パソコンメールが受信できるアドレスをお書きください。あるいは
@harmony-mimoza.org からの受信ができるようドメイン設定をお願いいたします。

応募用紙（持参・郵送用）郵送先 :〒860-0862 熊本市中央区黒髪 3-3-10

https : //www.harmony-mimoza.org
mail : info@harmony-mimoza.org

熊本電鉄バス（桜町バスターミナル）
◎国道経由（C1､３）乗車…「男女共同参画センターはあもにい前」下車  徒歩 1分
◎三軒町経由（C4､5､6､7､9）乗車
                          …「濟々黌前・男女共同参画センターはあもにい入口」下車  徒歩 2分

桂花ラーメン

※

必
ず
ご
記
入
く
だ
さ
い

＜全9回＞月に１~2回開催 ※第5回は選択講座



在米27年のキャリアを生かし、熊本を世界に発信
しようと英語でガイド団体を創設。同時に熊本の
女性たちの社会的地位の向上を目指す活動を目
的に“キャリアウェーブ”を創設。現在、女性たちが
もっとグローバルな視点をもって、世界で活躍で
きるようにと尽力している。

8/19
（土）

9/9
（土）

野田 恭子氏 　Career Wave代表

11/18
（土）

7/22
（土）

平野 みどり氏　元県議会議員

東京外国語大学卒業。石油公団勤務後、熊本県庁
へ。2019年4月から現職。専門は行政学、参加協
働論、総合管理論。熊本市情報公開・個人情報保
護審議会会長・熊本市市役所改革推進委員会会
長などを務める。

澤田 道夫氏 
熊本県立大学総合管理学部教授

看護師を経て単身渡米。米国で看護学士号・修士
号を取得。2013年帰国。熊本を拠点に国内・海外
でEQ Collegeを主宰。心身医学・死生観、人間関
係システム論・体感ベース心理学・脳科学などの科
学的な理論をベースとして、セミナーや企業研修
を国内外で展開している。

山本 トースネス みゆき氏 
心理カウンセラー・チームビルディングファシリテーター

主に佐多稲子や石牟礼道子など女性作家を研究。
複数の大学で文学の他、ジェンダー論を担当。著書
に『蒼空の人・井上信子ー近代女性川柳家の誕生』
など。2005年「ベアテの贈り物」熊本上映会代表。

6/17
（土）

女性と政治

女性リーダーの役割

グローバルな視点

12/16
（土）

自分の心と向き合う

企業、行政において、ファシリテーション研修など
各種スキル研修を実施。また、地域コミュニティの
再生、ダイバーシティや女性活躍推進支援などの
活動計画策定支援を行っている。社会教育士。
SDGs de 地方創生ゲーム公認ファシリテーター。
NPO法人 SDGs Association熊本 副代表。

熊野 たまみ氏
株式会社adapt next.代表取締役

ファシリテーション

1955年福井市生まれ、大阪育ち。87年に熊本大学
に赴任。2021年3月定年退職。日本政治学会会員。
元くまもと市男女共同参画会議会長。共著に、

『ジェンダーと政治過程』（木鐸社）、『現代イタリア
の社会保障』（旬報社）など。

鈴木 桂樹氏 
熊本大学名誉教授

男女共同参画

7/8
（土）

講師紹介

※本カリキュラムは事情により、変更になる場合がございます

日　時 講　師 内　容

カリキュラム一覧

P O I N T  

講座の流れ

女性の人権

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

６月17日（土）
13時半〜16時
※16時～交流会

地域における女性リーダーの役割

７月8日（土）
13時半〜16時

◇写真撮影

７月22日（土）
13時半〜16時

８月19日（土）
13時半〜16時

９月16日（土）
13時半〜16時

≪地域リーダーを目指す≫
私と地域～防災から考える私の視点～

９月９日（土）
13時半〜16時

澤田　道夫氏
（熊本県立大学総合管理学部教授）

平野　みどり氏
（元県議会議員）

野田　恭子氏
（Career Wave代表）

10月21日（土）
13時半〜16時

11月18日（土）
13時半〜16時

１2月16日（土）
13時半〜16時

藤原　千晶氏
（株式会社ワークライフシナジー研究所代表取締役）

鈴木　桂樹氏
（熊本大学名誉教授）

水野　直樹氏
（NPO法人ソナエトコ理事長

／ PaPaラボ　代表）

葛藤からチャンスを生み出す！
人の能力を引き出すEQ（感情の知性）の可能性
　　

もっと世界を舞台に活躍しよう！

男女共同参画の基礎知識
　　　　　　　 ～いま、なぜ、どんな男女共同参画なのか

周回遅れの議会から、多様性のあるインクルーシブな議会へ！

≪ビジネスリーダーを目指す≫
自分の強みを活かした「My Leadership」の発見と活用法

１月27日（土）
13時半〜16時
※16時〜交流会

成果発表会＆修了式

次の話し合いが待ちどおしくなる、話し合いの場のつくり方

女性の人権と男女平等
～映画を通して考えるベアテ・シロタ・ゴードンの功績～

◇オリエンテーション　◇交流会（予定）

◇交流会（予定）

9/16
（土）

10/21
（土）

熊本県議会議員初の車いすユーザーとして1997年
に当選。ジェンダー平等の視点で子育て、教育などの
課題に取り組む。2015年引退。現在は認定NPO法人
DPI（障害者ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ）日本会議議長。障害者運動
に軸足を置き、特に障害を持つ女性たちの直面する
複合差別や優生思想の問題に取り組んでいる。

藤原 千晶氏 
（株）ワークライフシナジー研究所代表取締役

ワーク・ライフ・バランスコンサルタント、働き方改
革コンサルタント、組織活性化コンサルタントコー
チとして活動。人材育成、組織開発に携わり「魅力あ
る組織作り」のコンサルティング、研修を多数実施
している。県内女性リーダーを育成する「女性リー
ダー養成講座」に携わり、卒業生は500名を超える。

ビジネスリーダー
水野 直樹氏
NPO法人ソナエトコ理事長・PaPaラボ代表

熊本シティエフエムのパーソナリティーとして活動。
「まちづくり」「教育」「防災」分野を担当。2010年父
子の遊び合いを楽しむ「PaPaラボ」を結成、代表を
務める。2013年防災・防犯・教育をテーマに「ソナエ
トコ」を設立。KVOAD（くまもと災害ボランティア
団体ネットワーク）の理事。水守、防災士でもある。

地域リーダー

修了生の声 ※受講感想より抜粋

6期生 7期生

豊田 直子さん 松石 友里香さん
　受講当初は、社会課題の解決はす
ごい人・できる人がするものだと考
えていました。だから私が関心を
持っても仕方ない、と目を向けてい
ませんでした。しかし受講していくう
ちに、私たち一人ひとりが問題に目
を向けることが大事なのではない
か、と考えるようになりました。

　子育てしながら編集プロダクショ
ンで働いています。以前から、子育て
の情報が母親向けに発信されるこ
とに疑問を持っていました。そのイ
メージを少しでも変えたく、男女共
同参画の視点を養うため、ウィメン
ズカレッジを受講。講座で得た多様
な視点を自分の子育て、仕事や地域
に生かしていきたいです。

　ウィメンズカレッジは受講修了後
がスタートです。私はスポーツとジェ
ンダーの向き合い方、男女共同参画
に関する地域間の情報格差、２つの
課題に興味を持っています。今まで
は幅広く男女共同参画について学ん
できましたが、今後は深く掘り下げ
て学び、情報を発信できるようにな
りたいです。

坂口 美果さん
8期生

谷口 絹枝氏　日本近代文学研究者

　女性でありながら女性のことを知
らなかった。女性たちの現状、ある
べき姿を知ることができたことは大
きな収穫でした。私は、今年度で退
職を迎え来年度から新たなスタート
を切ります。ここで学んだことを若
者、そして女性たちの未来と幸せの
ために伝えていくことが、次なるアク
ションだと思っています。

髙島 信子さん
9期生

谷口 絹枝氏
（日本近代文学研究者）

熊野　たまみ氏
（株式会社adapt next.代表取締役）

山本トースネスみゆき氏
（心理カウンセラー

／チームビルディングファシリテーター）

※ベアテ（・シロタ・ゴードン）は、男女平等を日本国憲法に
書いた人物

A

B

1回目
〜
４回目

5回目・ A
ビジネスリーダーを目指す

5回目・ B
地域リーダーを目指す

6回目
〜
8回目

9回目
成果発表会
＆
修了式

★受講目的や目標に応じて、第５回の講座を選択できます
※両方受講することも可能です

みんなで みんなで
≪選択講座≫

②職業・世代を超えた女性のネットワークを構築できる

③希望者（定員あり）には、男女共同参画に関する県外研修の

　 費用を一部助成

④修了生を交えたフォローアップ講座の提供、期を超えた

　　交流・活動も可能

①経験豊かな講師陣から男女共同参画の現状やリーダーに

　 必要な考え方やスキルを学べる


