はずかしい

小学校一年生

短いメッセージの部

はっぴょうするのって

肥後狂句の部

寄りそって 支え合う手の
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温っかこつ
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㍿ RKKコンピューターサービス
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の』という確信のようなものがあり、そんな心の持ちようを保育に携わる
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事なのではないでしょうか。観客の皆様にも一緒に考えてもらいたかった
技術と信頼のパートナー

せられながら映画を観ました。指導員の先生方には『待った先に見えるも
〒 862-0976

詩・メッセージの部

ステキな友達

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。

(一財)熊本市社会教育振興事業団
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〒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

ＪＲ九州

い。多様な方々に対し、社会全体で温かく見守っていくという気持ちが大

清田明子園長は「保育や教育の原点とは一体何だろうということを考えさ

中学校一年生

思えたよ

一般

君は電話で友達としゃべった事ある

寂しい時︑元気がない時

95

井手監督は「放課後デイサービスの存在を多くの方に知ってもらいた

ので、あえてナレーションを入れない構成にしました。」と話され、また

あなたがいった ﹁一緒に頑張ろう︒
﹂で

一人じゃないって

ありがとう

標語の部
電話で君としゃべると

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

会費１人月額 350 円

〜心とからだの健康づくり〜

この映画を製作した井手洋子監督が令和２年12月５日（土）に来熊。映画上映後に熊本での上映にご尽力された北部
幼稚園 園長 清田明子さんとのトークショーが行われました。

TEL&FAX 353-5496

一般
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トークショー

熊本市地域婦人会
連絡協議会

㍿ RKKコンピューターサービス

熊本市がつくった
福利厚生制度

もっと、ずっと、くらしのそばに。

変わっていく変化と成長の時間。

一緒にボランティア
致しましょう

心が明るくなった

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

たち、じっくり向き合う大人たち、カメラが寄り添うのは、子ども達がゆっくりと

会員募集

技術と信頼のパートナー

トラック・バスのことなら、なんでもおまかせ！
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たまに君に助けられて

で従業員の皆様に充実した
知的障害、発達障害、自閉症など、様々な障がいを持った小学生から高校生まで

福利厚生サービスを提供し
〒 862-0976
の子ども達が、遊びや生活の時間を通して自らの内面に向き合い、スタッフは子ど
ます。職場のワークライフ
熊本市中央区九品寺 1-5-11
バランスの取組みとしてお
も達を全身で受け止める。子ども達にとって大切な事は何か？ゆっくり育つ子ども
https://www.rkkcs.co.jp
役立てください。

密がいい

㍿ RKKコンピューターサービス

や放課後の活動場所が欲しいという親の切実な願いを受けて1978年に誕生した。
会費１人月額 350 円
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熊本市がつくった

福利厚生制度
東京都小平市にある「ゆうやけ子どもクラブ」は、障がいのある子どもの夏休み

学習支援風景

ほっとする

令和２年12月４日
（金）〜令和２年12月10日（木）上映
技術と信頼のパートナー

http://kc-sks.com

あっというまに時間が過ぎていった

TEL&FAX 353-5496

また元気をもらって

子どもからシニア世代まで参加できる

熊本市地域婦人会
スポーツ・健康・文化教室開催中
!
連絡協議会

川柳の部

致しましょう

一日頑張ろうって気にさせてくれる

ゆうやけ子どもクラブ！

(一財)熊本市社会教育振興事業団
一緒にボランテ
ィア

いつもおしゃべりな私の話しを

になればいいなと思います。
」と話されてました。

〜心とからだの健康づくり〜
会員募集

一般

の中で友人の中で議論し合って、新しい社会を作っていただくきっかけ

中学校一年生

れたのがこの映画の題材でもあります。多くの方に見ていただき、家庭

ࠛ860-0832 ⇃ᮏᕷ୰ኸ༊ⴗཎ⏫ 14 ␒ 85 ྕ
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きいてくれてありがとう

いくというチャレンジを全ての人がすべきではないかという思いで生ま
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飛び交う 朝 の

幸せ

かくれんぼ

嬉しい

恐い

﹁もう︑いいよ︒
﹂

楽しい

寂しい

ているという事、この無意味さを知っていただき、新しい時代を作って

哀しい

見が残り、無理解で、彼らを排除して抑圧するという社会がたくさん残っ

いろんな感情とかくれんぼ

する姿を映画にしたいと思い作らせていただきました。今でも多くの偏

抑え込まないで

に生まれ持った状況を克服する努力を重ねて、フランスの大舞台で演奏

ガマンしないで

なさいということを与えられていて、この映画に登場する皆さんのよう

気付いてあげて

小栗監督は「私たち全て生命ある者は、生まれた時から一生挑戦をし

おはようが

この映画を製作した小栗謙一監督が令和２年11月29日（日）に来熊。映画上映後にトークショーが行われました。

令和二年度
人権啓発入賞作品を紹介します

トークショー

前回冬号で︑人権啓発入賞作品の一部をご紹介しましたが︑今回も最優秀作

ナレーションを担当）

品 の 一 部 を ご 紹 介 し ま す︒ま た︑令 和 三 年 度 の 募 集 に つ き ま し て は︑次 回 夏 号

小学校一年生

オモテ

加を実現している『チャレンジド』達にも目を向けている。（タレントの栗原類が

で詳しくお知らせします︒多くの皆様の応募をお待ちしております︒

詩の部

むしとりのとき

ぼくがむしを

つかまえられなかった と き に

ともだちが

過程と圧巻のパフォーマンスをはじめ、フランス、ドイツなど、世界各地で社会参

ショウリョウバッタを

で、長崎の和太鼓演奏集団「瑞宝太鼓」がフランスの芸術祭で演奏するまでの成長

どうぞ って

する『チャレンジド』達の日常を、温かいまなざしで捉えたドキュメンタリー作品

ラ

ぼくにくれた

欧米では障がいを持つ人を『チャレンジド』と呼ぶ。世界各地でパワフルに活動

とてもうれしかった

ウ

令和２年11月27日（金）〜令和２年12月３日（木）上映

見つけてあげて

♫

チャレンジド

﹁みぃつけた︒
﹂

ȷġ

Challenged

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。
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