共催事業募集のご案内
熊本市人権協では、人権協会員や熊本市内に拠点を持つ団
体等と連携し、地域における本市の人権啓発・人権教育活動
を推進するため、下記のとおり本年度から新たに「地域連携
市民参加型人権啓発推進事業」を実施することとしました。
対象事業には、人権協が事業関連経費を負担いたします。
人権啓発・人権教育関係で、研修や講演会、その他市民参加
の各種イベントの実施を計画されている会員の方々は、是非
ご検討ください。

映画上映会のお知らせ
第56回ヒューマンライツ・シアター（人権映画会）

「ももへの手紙」
（アニメ・日本語音声・上映時間120 分）
『人 狼 JIN-ROH』で 世
界の注目を集めた沖浦啓
之監督が、７年の製作期
間をかけて完成させた感
動の長編アニメーション。
父から遺された一通の手
紙を胸に、瀬戸内海の島へと移り住んだ少女が体験する
驚きに満ちた日々を生き生きと描いた作品です。
のこ

●対象事業

①又は②のいずれかに該当する事業。
①地域で行われる人権啓発や人権教育に関する事業。
②令和元年度（2019 年度）の人権協の事業方針・重点事業
( 以下参照 ) に則した内容であり、市民参加型の事業。
・LGBT や子どもの人権（児童虐待等）に関する事業
・震災と人権に関する事業
・人権協会員相互のネットワークや交流を促進する事業

●経費

事業に係る経費のうち、以下の経費について、人権協が予算
の範囲内で負担します。
その他、事業実施に必要と認められる経費については、別途
協議します。
・講師招聘に伴う謝礼金や交通費等に係る経費
・事業開催に伴う会場使用料や会場設営等に係る経費
・参加者募集用チラシ・ポスターや啓発グッズ作成等に係る
経費

●その他

申し込み受付は、10 月 11 日迄 ( 予定 )。別途、各会員へ
案内文書を通知します。
詳しくは人権協事務局までお問い合わせ下さい。
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令和元年（2019 年）11 月 24 日（日）
午後１時半開場

植木文化ホール

午後２時上映開始

定

員

先着 600 名

入場
無料

ロアッソ熊本との合同啓発事業へ
の参加者を募集します

●スタジアム PR 活動
日

時

熊本市人権教育・
啓発基本計画推進会議の報告

12 月１日（日）10 時 30 分

集合場所 えがお健康スタジアム

北ゲート広場

今年も、ロアッソ熊本のホームゲーム最終戦（対福島ユナイテッド
FC 戦）
を「ラブミンマッチ」
（人権啓発マッチ）
として開催いたします。

●チラシ封入作業

ロアッソ熊本 VS 福島ユナイテッド FC

集合場所 熊本市国際交流センター 地下２階多目的ルーム

日時
場所

日

令和元年 (2019 年 )12 月１日（日）14 時 キックオフ

時

11 月

(8 月 6 日実施）

29 日（金）13 時

熊本市人権協では、人権啓発のためのビデオ
や DVD、紙芝居の貸し出し１回につき１週

※会員への参加案内については、後日通知します。

えがお健康スタジアム

申し込み・問い合わせ先

試合会場では、人権啓発イベントや、人権週間（12 月４日
〜 10 日まで）についてのＰＲ活動を行います。
下記のとおり、ＰＲ活動や事前準備にボランティアとしてご
参加いただける会員の方を募集いたしますので、何卒ご協力、
ご参加をお願いいたします。

熊本市役所 人権推進総室

間（７泊８日）を無料で行っています。

TEL：096-328-2333

ご利用は、事前にお電話での予約で承っております。

FAX：096-324-2105

詳しいご利用方法は、人権協ホームページ

Eメール info@lovemin.jp

(http://lovemin.jp) をご覧の上、各団体での人権

熊本市の各課が平成 30 年度に実施した人権に

込

10 月 23 日から、
「ひごまるコール」へ
電話
（096-334-1500）
、
FAX
（096-370-2002）、インターネッ
ト
（http://higomaru-call.jp）
でお申込みください。
FAX の方は①第 56 回ヒューマンライツ・シアター②お名前
③申込人数④電話番号（諸般の事情により中止する場合など
に使用します）を記入の上送信ください。
※１度の申込人数は５名まで

今後の上映予定
第 57 回

くまのアーネストおじさんと
セレスティア

令和元年12 月26日（木）午後２時
あすぱる富合（南区）

「ハンセン病と人権」

日

菊池恵楓園等現地訪問研修会【バスツアー】のご案内

研 修 先

ハンセン病の歴史等に触れ、ハンセン病に対

募集人員

する正しい理解を深めるとともに、入所者の方
第 58 回 世界を変えた男
令和２年２月３日
（月）午後７時
はあもにい（中央区）

令和２年１月 21 日（火）
午前９時〜午後５時まで（予定）
①リデル、ライト両女子記念館

め、委嘱した外部委員から今後の事業の在り方等
についてご意見等いただく熊本市人権教育・啓発
基本計画推進会議が、令和元年８月６日（火）午

②菊池恵楓園

後２時より市役所議会棟２階議運・理事会室にお

熊本市人権啓発市民協議会会員、一般市民
（合計 40 名程度）

いて開催されました。

申込方法等 詳細については、HP等で改めてお知らせします。

について深く考える機会とするものです。今回

会員への参加案内については、後日通知します。

はハンセン病問題への関心をより深めていただ
念館を訪問します。

※上映作品については、変更することもあります。

時

関する研修・講演等の事業について報告書をまと

等からお話しをお聞きすることによって、人権

くため、菊池恵楓園やリデル・ライト両女子記

人権啓発 DVD 貸出と
助成金制度を
ぜひご利用ください！

※参加者される方は、屋外での施設見学が予定されています

助成金制度のご案内

人権に関する研修会などを行われた場合、会員限定
の助成金のご利用が可能です。
・対 象 事 業

人権協会員が組織内部で行う人権に関
する講演会、研修会、学習会など

・対 象 経 費

講師に対する謝礼金、会場費、講師の旅

時のトップセミナーについても「企業のトップに

・助成金の額

費上記対象経費の全額。ただし、
３万円

人権感覚養成を働きかける発想は素晴らしい」と

を上限としますが、３万円以内であれ

の評価をいただきました。今後は公民館等と人権

ば複数回でも可とします。（ご利用に

施を目指します。

今後、
「市政だより」や熊本市のホームページ等にて、お知らせします。

会員限定

この会議の中で熊本市人権啓発市民協議会総会

協の連携により市民の身近な場所での講演等の実

ので、歩きやすい服装でおいでください。

研修などにぜひご活用ください。

ついては、予算の範囲内とさせていた
だきます）

〜心とからだの健康づくり〜
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(一財)熊本市社会教育振興事業団
子どもからシニア世代まで参加できる
スポーツ・健康・文化教室開催中 !

⇃ᮏ⟶ᕤᘓタᰴᘧ♫
ࠛ860-0832 ⇃ᮏᕷ୰ኸ༊ⴗཎ⏫ 14 ␒ 85 ྕ
TEL096-379-3988 FAX096-379-2123

ＪＲ九州

会員募集

技術と信頼のパートナー

㍿ RKKコンピューターサービス

一緒にボランティア
致しましょう

熊本市地域婦人会
連絡協議会

TEL&FAX 353-5496

学習支援風景

〒 862-0976
熊本市中央区九品寺 1-5-11
https://www.rkkcs.co.jp

熊本市がつくった
福利厚生制度

会費１人月額 350 円
で従業員の皆様に充実した
福利厚生サービスを提供し
ます。職場のワークライフ
バランスの取組みとしてお
役立てください。

ふれあう共済

トラック・バスのことなら、なんでもおまかせ！
トントントントン ヒノノニトン

一般財団法人熊本市勤労者福祉センター

TEL（096）345-7311
熊本市中央区黒髪３-３-12 サンライフ熊本内
ホームページ
https://fureau.net

ふれあう共済

http://kc-sks.com

予約

95

検索

〒 861-4106 熊本市南区南高江 3-2-115
Tel：096-357-3111 Fax：096-357-9198
URL: https://www.kumamoto-hino.co.jp/

もっと、ずっと、くらしのそばに。
〜「ひと」と「未来」をつなぐパートナー〜

37
熊本支社

www.seibu-denki.co.jp/

熊本市東区錦ヶ丘18 番24号

〒862 - 0912

Tel 096-360-5225 建設業許可番号・国土交通大臣許可（特- ・ 8）第
Fax 096-360-5200 宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣（15）第

号

