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〒860-0862 熊本市中央区黒髪 3-3-10
TEL  ：096-345-2550
FAX：096-345-0373
http：//www.harmony-mimoza.org/
　 info@harmony-mimoza.org

【開館時間】
ホール他貸室 /  9：00～21：30
情報資料室 /  9：00～19：00
【休館日】
第 2・第 4月曜日
（祝日の場合は翌平日・12月29日～翌年1月3日）

　◆熊本電鉄バスをご利用の場合

      

　　※C1、３のバス停は、はあもにい目の前です。

　　

桜町
ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ
乗り場から

⇒C1、3乗車で
「男女共同参画センターはあもにい前」
下車
⇒C4、5、6、7、9乗車で
「濟々黌前」下車

※公共交通機関の利用の協力をお願いいたします。

発行日/ 2022年4月25日

編集・発行/熊本市男女共同参画センター
　　　　　　はあもにい
　　　　　　☎ 096-345-2550

2022.5月号 vol.119【熊本市男女共同参画センターはあもにい情報紙】

通信
はあもにい講座・催しのご案内 予

託 お子さんをお預かりします。事前予約。

参加には申し込みが必要です。

※通信はホームページでもご確認いただけます

来館 ・利用の際はご協力をお願いします

行政相談

問合 総務省熊本行政評価事務所
☎096-324-1662
☎0570-090110
（行政苦情 110 番）

※予定変更の場合があります。参加の際は感染予防にご協力ください

　「はあもにいフェスタ 2022」（11 月
12・13 日開催予定）で、男女共同参画
に関するワークショップやセミナーなど
の企画を、はあもにいと協働で実施する
市民グループを募集します。
　開催までに準備のための会議が数回あ
ります。その他、準備活動、当日運営等に
参加していただきます。 

はあもにいフェスタ2022
参加団体募集

予
託

定員 30 組（選考あり）

申込 応募要綱を必ず読んだ上で、５月
31 日（火）までに応募用紙に必要事
項を記入し、当館へ持参または郵
便、メールで提出。応募用紙は、は
あもにい館内またはホームページ
で入手できます

対象 熊本市を中心に男女共同参画社
会の実現や市民文化活動推進の
ための社会活動をする市民グ
ループ

　熊本市男女共同参画センターはあもにいは、感染症防止対策を行いながら運営しています。歓声や声援など大声が想
定される催事や飲食がある利用、合唱での利用については、定員の５０％に利用人数が制限されます。情報資料室は貸出・
返却のほか新聞・雑誌の閲覧などが可能ですが、一部制限を継続しています。ご来館の際はマスクの着用など新型コロ
ナウイルス感染症防止対策にご協力をお願いいたします。感染拡大状況により、会館利用方法などが急きょ変更になる
場合があります。詳しくは熊本市からの案内、ホームページ等をご確認ください。

対象

講師

会場

申込

料金 無料
はあもにい職員　ほか

市内に在住、在勤または在学してい
る方で構成された団体・グループ・
自治会・企業など。少人数可。
電話またはメールで受付。メール
の場合は、必ず団体名・担当者名・
連絡先を明記してください。
※申込は規約をご一読の上、希望
日の概ね１カ月前までにご相談を。

実施場所は申込団体側で要確保（原
則市内）。はあもにいでの実施も可能。
※オンライン開催もご相談ください

はあもにい
無料防災出前講座 予

　災害時に必要な備えと支援につい
て、男女共同参画の視点で一緒に考え
てみませんか。受講者には、テキストと
なる、はあもにい発行の防災ポイント
BOOK をプレゼント。 

▶ テキスト「熊本地震
を経験した私たちが提案
する　男女共同参画の視
点にたった防災ポイント
BOOK」

働き方相談所
　就職活動や就業に関する不安、現

在の仕事に対する悩みなどに個別

に対応。求人検索も行います。１歳

～未就学児の託児あり（10 日前ま

でに要予約）。子ども同席可。

10：00 ～ 16：00
（1人 1時間程度）（水）5/18

申込

料金

電話で 5月 10 日（火）までに
要予約（9時～ 19 時）

ハローワーク相談員

無料

相談員

５月の相談は

開催なし

　３月末日をもって、はあもにい館長を退任いたしま
した。4 年間、多くの皆さまに支えていただきました。
心から感謝申し上げます。今後は非常勤のアドバイ
ザーとして後方から運営をサポートしてまいります。
今後とも、はあもにいをよろしくお願いいたします。

2018（平成30）年4月から当センターの館長を務めておりました坂本ミオ
に代わり、2022（令和4）年４月から当センター館長に吉田稀世が就任して
おります。

お知らせとご挨拶

坂本ミオ
熊本市男女共同参画センターはあもにい館長

　吉田稀世

　原則毎月第１月曜日の 13：00

～ 15：00、はあもにい１階ロビー

にて開催。社会福祉や役所の手続き

など、さまざまな悩みを行政相談委

員に無料で相談できる場です。

　4 月に館長に就任いたしました吉田 稀世です。

　2012 年から 2016 年の秋まで、当館の総務・

企画事業を担当しておりました。

　立場が変わり、また、6 年ぶりの勤務となりま

すが、これまで同様、熊本市の男女共同参画推進、

市民文化の振興のため、スタッフと力を合わせて

取り組んでまいります。どうぞよろしくお願い申

し上げます。

よし だ    き  よ

昨年のはあもにいフェスタ 2021 の様子。参加
団体が、それぞれの活動を披露。１階ではバ
ザーやパネル展示などを、２階以上ではワーク
ショップやセミナーなどを行いました。

  2023 年1月までの期間

メ

多

…メインホール
…多目的ホール

はあもにいホールスケジュール
5
2022

月※4月 15 日現在の情報です。スケジュール等は変更される場合
　があります。予めご了承ください。
※各催事の内容・チケット入手方法は、主催者へお問い合わせ
　ください。

問・料金催事名 主  催 開  演開催日

メ
1

（日）
STYLE DANCE CENTER 
PERFORMANCE LIVE 2022 
[evoL] vol.2

スタイルダンスセンター
①12：30

②16：30

   
096-202-4311
（堀田）

5
（木・祝）

熊本の子供たちに贈る
バレエの宝石箱No.7

①13：00

②17：00
096-273-9221
（同団体）

Casa de arte カサデアルテ
芸術の家メ

有料

※関係者のみ

15
（日） NPO法人 NLA 運動実行委員会 13：00 092-573-5031

（同委員会）メ 元気がでるつどい  in 熊本

多
有料

ゼーロンの会 演劇公演
「マクベス／マクベス」

22
（日） ゼーロンの会 13：30 090-9583-8061

（上村）

くまもと演タメ学園生徒会
終業式公演「低予算ヒーロー」

28
（土） くまもと演タメ学園生徒会 090-1196-7569

（酒井）
①13：00
　　

②18：00

メ
有料

29
（日） 安田知博 尺八コンサート 安田知博 14：00 090-1081-4805

（安田）

多

29
（日）

くまもと演タメ学園生徒会
終業式公演「低予算ヒーロー」 くまもと演タメ学園生徒会 090-1196-7569

（酒井）
多

有料

有料13：00
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　青々とした芝生の上で、自分の
持てる力を出し切る…！  会社員
の傍ら、サッカー好きが高じアマ
チュアの女子サッカーチームに入
団した著者が体験する、汗と努力
と女性たちの連帯を描くサッカー
エッセイ！！
　練習や試合をコツコツ重ねる中
で著者に見えてきたのは、性別による偏見。サッカー
を「男の領域」と決めつけて、元プロ選手にまでコー
チングしようとする男性などを目の当たりにします。
著者が所属するチームのキャプテン（元韓国代表）が、
マンスプレイニング（合成語。男性が女性に対しジェ
ンダー的偏見で説明する行為）を正々堂々プレーで
押し返す試合展開は圧巻。
　軽快なパスのようなユーモアあふれる描写は、
サッカー好きはもちろん、初心者でも一気読み必至
の面白さ。「サッカー本大賞」２０２１年受賞作。

画/ブンノ絵巳

～マンガで考える
「男女共同参画」～

　 世の中はどんどん変化
し、 社会に出て活躍する
女性が増えています。 し
かしまだまだ 「女は家に
いるべき」 という固定観
念は社会や家庭に根強く
残っています。 これまで
「当たり前」 としていた考
え方を変えるのは簡単な
ことではないでしょうが、
疑問や違和感に気付く機
会は日常生活に必ずある
はずです。
　 例えば今回の漫画の中
で、 近所の人の 「助け合
い」 の 一 言 が 夫 の 「気
付き」 につながったよう
に。
　 無意識の偏見や思い
込みが、 自分らしく生き
たいと願う人の自立を阻
まないようしたいもので
す。

女の答えはピッチにある
女子サッカーが私に教えてくれたこと

　キム・ホンビ／著　白水社

はあもにいの事業や活動をご紹介します

　３月８日は女性差別の撤廃と地位向上のための
記念日「国際女性デー」。 はあもにいでは３月１日～
８日を女性の生き方を考える週間「はあもにいミモ
ザウイーク」として、映画上映会（３月５日のみ実施）
やパネル展示、男女共同参画クイズを行いました。
　映画「大コメ騒動」は、大正７年に富山県の漁師町
で起きた「米騒動」について描かれたもの。この騒動
は、日本の女性が初めて起こした市民運動ともいわ
れています。
　上映会後のアンケートには「女性の地位向上の戦
いをユーモアをまじえて興味深く取り上げた作品で、
楽しく鑑賞した」「元気いっぱいになった」などの感
想が寄せられました。
　館内では、国際女性デーについての説明パネル
や身近にある男女共同参画の課題に触れたマンガ
を展示。また、それにまつわるクイズを館内応募とオ
ンライン応募の両方で受け付けました。
　参加者からは「クイズを解きながら国際女性デー
についての知識を得ることができた」「ステキなイベ
ントに、家にいながらオンラインで参加できてうれ

「国際女性デー」について学びながら
男女共同参画の課題を知るきっかけに

男女共同参画課相談室のご案内

ご相談は各区福祉課でもお受けすることができます。その他熊本市にお住まい
の方はこころの健康センター、子ども・若者総合相談センターなど、内容等によ
りご相談先がございます。

096-352-2587

専門相談
面談予約専用電話

面談相談

電話相談

メール相談

面談相談

男女共同参画
に関する
法律相談

DV法律相談

内　　容 相談日時 電話番号

第４木曜日
13:00~16:00

第2・３木曜日
13:00~16:00

月～金曜日
8:30~17:15

いつでも可
※ただし回答に

1週間程度かかります

月曜日～金曜日
10:00~16:00

096-328-3322

dv_soudan
@city.kumamoto.
kumamoto.jp

ＤＶ相談

相談は無料。どなたでもご利用いただけます。秘密は固く守られます。
ひとりで悩まずに、お気軽にご相談ください。

配偶者からの暴力
に関する相談を相
談員がお受けしま
す

離婚・親権・パワハラ・
セクハラなど男女共
同参画に関する相談
に弁護士がアドバイ
スします

DV（パートナー等か
らの暴力）に関する
相談に弁護士がアド
バイスします専  

門  

相  

談

ファミリー・サポート・センター〈熊本〉

お気軽にお問い合わせください。※利用には登録が必要です

子どもを預けたい方と預かりたい方とで作られる会員

組織です。はあもにいの2階、食のアトリエ前に事務局

があります。

コチネラちゃん

※はあもにい内には
相談室はございません。

今月のあ･そ･び

「紙コップこいのぼり」

①カラー紙コップ、黒いクレヨン、柄入り折り
　紙、色画用紙、画用紙、はさみ、のりを準備
　します。
②柄入り折り紙を切って、２センチほどの扇形
　を30枚ほど作ります。
③②をカラー紙コップに貼り付け、こいのうろ
　こ、尾びれを作ります。
④色画用紙を切って、直径３センチほどの円を
　作ります。画用紙は、それより２ミリほど小
　さな円を切り出します。
⑤色画用紙の上に画用紙を貼り、目玉を作りま
　す。目玉は黒いクレヨンで書き入れます。
　（お子さんに書いてもらっても♪）
⑥③に⑤を貼り付けて
　完成です。
　

はあもにいミモザウイーク

日時：2022 年  ① 3 月 5 日（土）  13：30 ～ 15：30
　　　② 3 月 1日（火）～ 3月 8日（火）
場所： ① 1 階メインホール
　　　② 1 階ギャラリー　※クイズはweb 上でも実施
参加者：① 89 名（申込 125 名）
　　　   ②クイズ　来館参加 116 名・オンライン参加 150 名

自主事業

パネル展示のほか、ミモザのイラス

トをバックに写真を撮るコーナーも

設置

抽選でミモザの花束などが当たる男

女共同参画クイズ。オンラインでも

応募でき好評でした

①映画上映会「大コメ騒動」©2021「大コメ騒動」製作委員会
②パネル展示と男女共同参画クイズ

しかった」などのほか「はあもにいを初めて知った。図書館
もあるし素敵な施設」といった、会館に関するメッセージ
もありました。

5月3日（火）11時～（約30分） 

 　　　　　　             場所：１階ロビー

5月15日（日）11時～（約30分） 

よんで　よんで の会

よんで　よんで の会
オンライン版

毎月
恒例

幼児室スタッフによるおススメ絵本の読み聞か
せのほか、楽しい手遊びやふれあい遊び、紙芝居
など盛りだくさん！  対象は小さなお子さんとそ
の家族です。毎月第１火曜日に実施しています。
紹介した本は、館内にある情報資料室で借りる
こともできます。

よんでよんでの会の内容をネット上でも楽しむ
ことができます。家族そろってご自宅から参加
しませんか。視聴は無料です。

※予約不要

※要予約
好評実施中

！

会場： ＷＥＢ会議システム「ＺＯＯＭ」開催
定員：１０組程度（要事前申込）
申込：電話または申込フォームで
　　　受付中
　　　（ＨＰ内リンクあり）　 
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