
相談受付

参加者募集

至熊本市街地

浄行寺

熊
本
市

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

は
あ
も
に
い

（
敷
地
内
有
料
駐
車
場/

     　
　
　

１
回
２
０
０
円
）

至福岡

県道 337 号

ヒライ

必由館高校

カガワの自転車

桂花
ラーメン

至阿蘇

至上熊本

済
々
黌
高
校

九州
ルーテル
学院大学

く
ま
も
と
成
城
病
院

ナフコ

熊本電気

鉄道本社中央

自動車

学校

北
熊
本国

道
３
号

県
道　

号

熊
本
電
鉄
線

第１無料
駐車場

37

第３無料
駐車場

第２無料
駐車場

ホリデイ
スポーツ
クラブ

ＴＫＵ住宅展示場
住まいランド

〒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5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

2022.6月号 vol.120【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

※予定を変更する場合があります。参加の際は感染予防にご協力ください

　高齢者や障がい者、ベビーカー利用
者など、自分とは違う誰かの視点に立
ち行動するためのマナーを学ぶ講座。
自身も障がいを持つ講師が、多様な立
場の人に対する向き合い方や声かけ方
法を伝える講義と、その心理状況を考
えるワークを行います。※試験なし。受
講生全員当日３級認定証発行。

ユニバーサルマナー検定
３級資格取得講座

予

託

　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。

相談員

13：00 ～ 15：00（月）6/6
問会場

料金

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

田上智史さん
吉永伯枝さん
（総務省行政相談委員）

１階ロビー
無料

相談員

（土）

定員 30名（先着順・要事前申込）

小学３年生以上
（ただし小学生は親子での受講
を推奨）

2000 円（通常 5500 円うち
3500 円ははあもにいより助成） 

 7/30 10：00 ～ 12：00

申込 ６月５日（日）９時～
電話または HP 内申込
URL から受付（右コー
ドからアクセス可能）

講師 田中利樹氏（株式会社ミライロ）

対象

会場

料金

4 階研修室 AB

①男女共同参画、ジェンダー平等　
　や多様性などにつながる文やセ
　リフまたは著名人の言葉　
　※ブログ・SNS投稿の引用は対象外
②引用元（書籍名、著者、出版社）
③氏名、年齢、性別、職業、電話、　
　メールアドレス・氏名等公開の
　可否

あなたが出会った″ことば″
教えてください

　今まで読んだ本の中で見つけた「あ
なたらしさ」を応援する、心にひびいた

“ことば”を募集。選考の上、男女共同参
画週間中に館内で紹介します。

６月 10 日（金）までにメール

募集内容

会場

６/23 ～６/29 は男女共同参画週間です

　だれもが個性と能力を発揮できる世の中、すなわち「男女共同参画社会」の実現のため、
一人ひとりが身近なパートナーシップについて考えようという週間です。男女共同参画週
間中、下記の催事を行います。

男女共同参画週間
パネル展示

　男女共同参画社会について分かり
やすく漫画にした「男と女の△劇場」

（はあもにい通信で連載中）などのパ
ネルを展示します。 男女共同参画週間記念講演会

熊本市主催

「男性学の視点から 
誰もが生きやすい社会を考える」

　女性の社会進出が進む中、男性の生
き方は仕事中心です。男性学の視点か
ら、どのように「男も女も、仕事も家庭
も」という社会を実現するかを考えま
す。

無料（通信にかかる費用は自己
負担）

料金

講師 田中俊之氏
（博士（社会学）、大妻女子大学
人間関係学部准教授）

主催

6 月 6 日（月）から
17 日（金）まで受付。
熊本市 HP からメー
ルで申し込み（右

熊本市男女共同参画課　
（096-328-2262）

申込者限定動画配信、期間内の
み視聴可（6/23～ 6/29）

予

視聴方法

申込

コードからアクセス可）。

一人で悩まず相談してみませんか

電話
相談

☎096-345-3110

　女性に対する暴力（DV、ストーカー）、
離婚、親権など女性が抱えるさまざまな
問題について無料法律相談を実施します。
これらの問題に詳しい弁護士が、対処の
方法や正しい法律知識を提供し、アドバ
イスを行います。
※LGBTについては、女性以外からの相談
もお受けします

女性の権利ホットライン

（土）のみ6/25 10：00
　～16：00

予約不要。25日のみの専用回線

面談
相談

申込

定員

6/6 ～ 6/17 受付。
熊本市男女共同参画課
（096-352-2587）

時間 １人 30 分

配信
のみ

予

行政相談 　社会福祉や役所の手続き…あなた
の悩みを行政相談委員に相談しませ
んか？

　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）6/15

申込

料金

電話で6月7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

　
～「あなたらしい」を築く、「あたらしい」社会へ～

（内閣府男女共同参画局選考 2022年度男女共同参画週間キャッチフレーズ）

会場 1階エレベーター前壁面（6/23~6/29）

応募

または右記応募フォームで
受付（HP内リンクあり）

働き方
相談所

1階エレベーター前壁面（6/23~6/29）

問

熊本市

託
24名（先着順・要事前
申込）

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
6
2022

月※5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
５
（日）

吉永フラ・タヒチアンダンススクール
スペシャルホイケ

吉永フラ・タヒチアン
ダンススクール 11：30

   
090-2858-7434
（中村）

12
（日） 第 21回 ピカケスタジオ発表会 11：00 096-343-1510

（井上）ピカケスタジオ

※関係者のみ

12
（日）

Casa de arte カサデアルテ芸術の家 
Performing Art Show No.7 14：00 096-273-9221

（同団体）
Casa de arte カサデアルテ
芸術の家メ

※関係者のみ

※関係者のみ

多
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　 家庭や学校で「男だから、女だから
こうあるべき」という押しつけに、違
和感・嫌悪感を持ったことのある人も
少なくないでしょう。本書は、性別が
生き方に与える影響をひもとき、特に
10代の男子が「男らしさ」に縛られず
にこれからの社会を進んでいくヒン
トを提示します。　
     日本社会における性別役割分業（「男は仕事、女は
家庭」などの性別に基づく区分）の変遷、家族観、結婚
観の多様化を分かりやすく解説。女性差別は男性の
生きづらさにもつながっているのだと教えてくれま
す。生徒会長・委員長の男女比や、なぜ女子の理系進
学率は低いのかなど、10代に身近な事象から「普通」
とは何かを考えるきっかけになるはずです。
     「想像力」を持ち、自分らしい未来を歩むためにお
すすめの１冊。
※今年度の男女共同参画週間に著者・田中俊之氏の講演動画を視聴す
ることができます（要申込）。詳細は表面をご確認ください。

画/ブンノ絵巳

～マンガで考える
「男女共同参画」～

　 総務省 「労働力調査特
別調査」 によると、 昨年
２０２１年の共働き世帯数
は専業主婦世帯数の２
倍。 １９８０年と比べると、
完全に逆転した結果に
なっています。
　 働き方も夫婦のあり方
も多様になっている現代
ですが、 ふとした発言や
行動の中にある 「男は仕
事、 女は家庭」 という意
識の刷り込みに気づくこと
があります。
　 そんな時は、 性別で役
割を分けるのではなく、
お互いの得意 ・ 不得意や
生活環境、 職場条件を
考慮したうえで 「自分たち
にとってベスト、 あるいは
ベターな選択」 を話し合っ
てみませんか。

男子が10代のうちに
考えておきたいこと

　田中俊之／著　岩波書店

はあもにいの事業や活動をご紹介します

　熊本地震後からはあもにいが毎年行っている「男
女共同参画の視点に立った防災出前講座」。避難方
法を主に学ぶ通常の防災講座とは異なり、災害時に
おけるジェンダーの視点や多様な立場の人たちが
抱える困難を理解し、必要な配慮と支援、避難先で
のＤＶ防止についてなど、日常の男女共同参画の課
題も含めて防災を考える内容です。
　４月は、城南地域物産館 火の君マルシェと熊本
県つばさの会熊本市支部（会場：県民交流館パレ
ア）に出向いて、講座を行いました。
　参加者からは「『熊本地震を経験した私たちが提
案する』としてはあもにいが作成したポイントBOOK
が分かりやすく、しかし考えさせられる内容で、改め
て防災のポイントを確認できた」「災害にあった際、
みんなで知恵を出し合って、全員がいい環境になる
ように意見を出す。そのために常にチーム、地域、ス
タッフ、家族とのコミュニケーションが大事だと感じ
た」といった感想が寄せられました。
　はあもにい無料防災出前講座は現在、来年１月
までに開催する分の申し込みを受付中です。対象は、

災害時に求められるジェンダー視点
多様な困難と支援のあり方を学ぼう

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。

今月のえ･ほ･ん

「まあるくなーれ　わになれ」

まあるくなーれ　まあるくなーれ　
まあるくなーれ　わになれ
にゃーにゃー　わんわん。
楽しいリズムにのって、
いぬ、ねこ、さる．．．
たくさんのどうぶつたちが
おおきなおおきな わ になるよ♪
リズミカルでとっても楽しい絵本です。
親子で一緒によんでくださいね♫
　

はあもにい無料防災出前講座
日時： ①2022 年  4 月 13 日（水）  13：00 ～ 13：50
　　　②2022 年  4 月 16 日（土）  10：30 ～ 11：30
講師： ①②はあもにい公認講師
実施団体： ①熊本市城南地域物産館 火の君マルシェ
　　　　　②熊本県つばさの会熊本市支部
参加者： ①９名（女性７名、男性２名）
　　　　②８名（すべて女性）

男女共同参画啓発事業

オリジナルテキストは、受講生全員

にプレゼントします

人数は少人数（３人～）でもOK。対

象・希望に合わせてお話しします

ＲＫＫラジオ
「なんだ～？ジェンダー！
　　　　　     そ～なんだ！」が
　    ＹｏｕＴｕｂｅで聞けます！
　土曜の朝のＲＫＫラジオ番組「糸永・大輔　
ラジオやってます」内で第３・第４土曜日の
10：40頃からお届けしている、はあもにい提供
コーナー「なんだ～？ジェンダー！そ～なん
だ！」。
　2022年3月までの放送は、これまで通りはあ
もにいホームページで、4月以降は番組
YouTubeチャンネルでバックナンバーを聞く
ことができます。はあもにいＨＰの「なんだ
～？ジェンダー！そ～なんだ！」のバナーか
ら専用ページに入り、ご確認ください。
    YouTubeチャンネルは、下記の二次元バー
コードからもアクセスできます。

市内に在住、在勤または在学している人が所属する団体、
グループ、自治会、企業など（訪問先は原則市内）。オンラ
インでも講座対応可能です。講師料、出張費は無料。詳細
はホームページをご確認ください。

よんで　よんで の会毎月

恒例

６月７日（火）11時～（約30分） 

　　　　　場所：１階ロビー　※予約不要

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！
よんでよんでの会は毎月第一火曜日に実施していま
す。（オンラインは不定期開催です）

※6月はオンラインでの実施はありません。

さく・え
/真珠まりこ
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