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予
託

予

毎月開催 働き方相談所

10：00 ～ 16：00

料金対応 ハローワーク相談員 無料

電話で随時受付。
事前予約の上、当日 1 階受付にお
越しください。

（1人 1時間程度）

相談者　受付

　就職活動や就業に不安を抱えている

人、現在の仕事に対する悩みなど、仕事

に関する悩みに対応します。

申込

相談者　受付

　 行 政 相 談

１階ロビー 料金 無料会場

総務省熊本行政評価事務所
☎09 6 - 3 2 4 - 1 6 6 2
☎ 0 5 7 0 - 0 9 0 1 1 0（行政苦情 1 1 0 番）

問

相談員 伊藤 一敏さん・野口みなこさん

はあもにい講座・催しのご案内 市民協働資格取得・スキルアップ 親子で楽しむ

文化振興再就職・起業 男性の家事・育児・地域活動への参加

予

託 お子さんをお預かりします。事前予約。（講
座によって年齢制限・定員あり。詳しくはお
問い合わせを）利用料金は、おやつ代 100 円。

参加には申し込みが必要です。

受講団体募集！

13：00 ～ 15：00
（祝日の場合は中止）9/4（月）

14：00 ～ 16：009/23（土・祝）

「桂木まやの
シャバダバサタデー」
（7:55 ～ 11:35）内

パーソナリティ
桂木まやさん

毎週土曜日

9/20（水）

9/5（火）

　あなたの悩みを行政相談委員に話し

てみませんか？

無料防災出前講座
「大切な命とくらしを守るため
に、今、私たちにできること」

　あなたとあなたの身近な人の大切な

命や、かけがえのない毎日の暮らしを

守るために、必要な視点とノウハウに

ついて、男女共同参画の視点で一緒に

考えてみませんか。

（出演予定）
　●伊藤比呂美さん
　…詩人、小説家。
　　『良いおっぱい悪いおっぱい』
　　『女の一生』　『切腹考』等
　　著書多数

　●小酒部さやかさん
　…マタハラ Net ～マタニティハラス
　　メント対策ネットワーク～創設者
　　「世界の勇気ある女性賞」を日本人
　　として初受賞

　●はあもにいウィメンズカレッジ
　　受講生など

10月   ～翌年 3月までの期間
上記期間で日時応相談

詳しくはホームページ、または、は
あもにいにお問い合わせください。

申込 実施希望日のおおむね１カ月前
までに電話またはメールで受付

参加者　募集

　＜はあもにい市民グループ企画＞

　秋分の日の午後をアートや音楽の鑑

賞でゆったりと過ごしませんか。茶話

会では、老若男女さまざまな方々との

交流を通して、いろいろな人の思いや

考えに触れましょう。

　男女共同参画社会の実現に向けて、

あらゆる分野で活躍する女性や、女性

の活躍を応援する事業所を紹介してき

た、はあもにいラジオコーナー「クマモ

ト・ウーマン」。

　今年度は、さまざまな分野で活躍し

ている女性のインタビューをお届けし

ます！グローバルな視点に立った活動

は、男女共同参画社会のロールモデル

として参考になり、エールとなること

請け合いです♪

予

リハーサル B室

対象

料金

どなたでも
定員 3 0 名（先着）

500 円（お茶お菓子つき）

会場

アートユニット夢気流主催

申込 9月 5日（火）から電話で受付
090-2851-1280（坂田さん）
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第１無料
駐車場

37

第３無料
駐車場

第２無料
駐車場

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）

ホリデイ
スポーツ
クラブ

ＴＫＵ住宅展示場
住まいランド

参加者　募集

　館内の情報資料室で人気の絵本の読

み聞かせを始め、楽しい手遊びや紙芝

居もあります。親子で楽しく参加でき

ますよ。会の様子は、はあもにいのホー

ムページで毎月レポートしています。

    

よんでよんで　のかい

オータムサロン
　　　in はあもにい

対象

講師

定員

会場

申込

料金

２０人程度

11：00 ～ 11：40

１階ロビー
はあもにい幼児室スタッフ
無料 未就学児と保護者

不要。当日直接会場へ。

熊本市男女共同参画センター

ＲＫＫラジオ
「クマモト・ウーマン」

ご家庭や車の中で

聞いてみてください♪

10：30 ～（５分間）

託

はあもにいホールスケジュール

September

メ

多

…メインホール
…多目的ホール

※8月 16 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。

開催日 催事名 主  催 開  演 問・料金

メ
3

（日） 弦楽合奏の楽しみ（広瀬バイオリ
ンスクール　第 86 回発表会）

広瀬バイオリンスクール 14：00 090-3521-0465
（広瀬）

9
（土）

平成 29 年度黒髪校区社協
第 23 回　敬老の集い 黒髪校区社会福祉協議会 13：00 096-343-5479

（宮部）

10
（日） KaÓhana Hóike KaÓhana 13：30 090-3795-1702

（Bettykimura）

16
（土） 安田さくらピアノ教室発表会 安田さくらピアノ教室 13：30 090-4480-1032

（安田）

17
（日） 第 19 回ふれあい歌謡祭 ふれあい会 9：30 090-8409-2321

（山口）

18
（月）

明光義塾主催　
1学期定期テスト表彰式

サクセスリンク　　
※関係者のみ 8：15

（予定）

080-3372-6926
（片山）

23
（土） 第 28 回熊本ギターフェスティバル 熊本ギターの会 13：00　 096-367-7332

（木村）

24
（日）

第 7回　ハピネス　
ダンスフェスティバル 坂田　吉総 14：00 096-351-2252

（ダンス教室ハピネス）

メ

メ

メ

メ

メ

メ

メ
有料



爆笑問題と考える　
 いじめという怪物

情報資料室からのおススメ図書
を紹介！新学期を迎える家庭に。

   自殺の原因のひとつである「いじめ問題」を

取り上げた、ＮＨＫの番組「探検バクモン」を

もとに書籍化。いじめを起こさない学校への

現場取材、いじめを乗り越えたゲストとの座

談会が収録されています。

　いじめを受けた経験のある生徒や座談会の

発言から、自分の言動で相手がどう思うか、想

像力を働かせることが人との関わりの中で重

要だと理解できます。長期休暇明

けには 18 歳以下の自殺が増える

傾向にあると言います。学校に行

かなくて良いという言葉だけで楽

になることもあるでしょう。家庭

や学校、その他機関での相談しや

すい環境作り、居場所の確保が「生

きる」選択に繋がるのではないか

と考えさせられる 1 冊です。

「生きる」を選ぶ勇気

太田光（爆笑問題）･
NHK「探検バクモン」
取材班／著　
集英社

お知らせ
情報資料室より

事業レポート

今年の男性向け講座は
陶芸＆料理教室の2本立て！
　これからの男性の生き方に関する講座として、男性

を対象とした陶芸＆料理教室を 7 月 1 日（土）・29

日（土）に開催しました。

　１回目はオリジナルそば猪口作り。手びねり、削り

の 2 種類の手法でそば猪口を作りました。悪戦苦闘し

ながらも一つ一つそれぞれに個性がある作品が出来上

がりました。色付け、焼成は講師に委ね、完成披露は

そば打ち教室の日となりました。

　2 回目はそば打ち教室を実施。前回作成したそば猪

口を使って、自分で打ったそばを食べるという企画で

す。完成したそば猪口に感慨深げの参加者の皆さん。

その後、水の量の調節やそばを均等に切っていく姿は

まるでそば職人のよう！最後はオリジナルの猪口を片

手に、おいしそうにそばをすする音が会場に響き渡っ

ていました。

　アンケートでは「猪口作って、そば打ってとつながっ

ての教室でとても楽しかったです」「趣味を広げると

いう意味では有益でした」という声が聞かれました。

　今後もはあもにいでは、男性の家事参加をはじめ、

社会参画を促す応援をしていきます。

◎日時：①7月 1日（土）　陶芸教室　10 時 ~13 時
　　　   ②7 月 29 日（土）　料理教室　10 時～ 13 時
◎講師：①平沢崇義氏（陶芸家・すゑもの亀屋店主）
　　　    ②魚住真一氏（そば打ち職人）
◎会場：①創作アトリエ　②食のアトリエ
◎参加者：①②各 14 人

幼児室
より

はあもにいってどんなところ？

小規模セミナーや会議に最適！

第３弾
「研修室A・B・C」

point!
①研修室AとBを連結すると７２名の部屋
　 に。ワイヤレスマイクが１本無料で利用
　 できます。
②A室のみスクリーンが備え付け。無料
　 で利用できます。
③机、椅子、エアコンの料金はすべて貸
　 室料金に含まれます。（追加は別料金）

◎今月のあ・そ・び

＜ぶどうを作ろう＞

準備するもの
　…透明ポリ袋1枚、セロテープ、チラシ、
　　紫のおりがみ（包み紙などでも）、輪ゴム
　

③チラシを小さく丸めておりがみで包み、裏をテープで
　止める。１０個くらい小さな紫のボールを作る。

④ビニール袋に③を詰め、口をゴムで止める。
　できあがり！

☆葉っぱもつけて
　たくさん作って
　窓ガラスなどに
　貼ってみてね。
　

①透明のポリ袋の右端を右図のように折り、
　セロテープで止める。

②同じように左端を後ろに折り、
　セロテープで止める。

オリジナルそば猪口作り
＆そば打ち道場入門︕

はあもにい総合相談室のご案内 

☎096-343-8306（相談室専用電話）

受付時間：　火曜日～土曜日 　10:00 ～ 16:00( ただし、木曜日は 10：00 ～ 20：00)  

面接相談の場合は事前に予約が必要です。

相談が重なると、 電話が混みあうことがございます。

 
 

相談は無料です。 秘密は守ります。
安心してご相談ください

   ※利用には登録が必要です。

あなたの悩みや生き方について、
相談員があなたと一緒に考えます。

今月の

　研修室は A、B、C の３室あり、すべて定員３６名。スクー

ル形式になっているので、小規模のセミナーや会議利用に

適しています。また、A 室と B 室は無線 LAN が完備され

ています。間仕切りを外して、ひと続き（72 席）にするとワ

イヤレスマイクの使用（無料）が可能になり、講演会なども

実施できます。マイクは２本まで追加が可能です（有料）。

　研修室は使用する月の半年前の月の初日が仮受付日で

す。調整会議終了後は使用日の前日１９時まで先着順で受

付できます。

　1階ギャラリーの壁面を市民の皆さんの活動発表の場としてい
る「わたしのギャラリー」。8月5日～17日はKUMAMOTO MUSIC 
INFO様の額縁8点、絵17点の展示でしたが、中でも行き交う人た
ちの足を止めさせたのは、高さ2ｍ幅4ｍのキャンバスに描かれ
た竜の絵でした。大迫力でした！
＜今後の予定＞
　8月21日~9月4日　啓光教室様　9月7日～21日　蔦の会様 

※よんでよんでのかいのお知らせは表面をご確認
　ください。

　丁寧に、慎重に…。そば猪口もそばも、色や形や味わいすら人それ
ぞれでした。互いの個性が光るものができ、皆さんのうれしそうな顔
が印象的でした
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