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熊本市で暮らす国際交流員に聞いてみました
熊本に来て感じる違い

Q1 はありますか？

コロナ禍での生活状況で

ウ

ラ

〜令和２年度ラブミン
人権啓発入賞作品表彰式〜

熊本で自分らしく過ごすには、

Q2 大変なことは何ですか？

Q3 何が必要ですか？

◆名 前（イ・ヨンス）◆出 身（大韓民国、釜山広域市）◆熊本市の居住年数（４年半）

私は頑張ります！

A1

A2

A3

一緒に頑張ろう！

マートフォンやタブレットでの表示にも対応できるよう改善
いたしました。公開は令和３年（2021年）１月４日（月）

オモテ

されました。

映画上映会のお知らせ

なお、最優秀賞、ラブミン賞、優秀賞、特別賞、各受賞作品は12月２日から12月11日まで、市庁舎１階ロ

令和 2 年度ヒューマンライツシアター（人権映画）の日程・上映作品等を予定しておりましたが、変更させていただきます。

ビーにおいて展示を行いました。
受賞された作品については、
「2020人権啓発受賞作品集」や市政だより12月号に掲載して人権啓発に活用
ȶͤ͢հͅȂͤ͢ၻ̞ৗ́Ȃͤ͢ࠐफഎͅȷġ
জో͉ġ

第 59 回
第 60 回

΄Αࢥۯম৾ͤͅழ̤̳ͭ́ͤ͘ȃġ
しておりますが、今後も人権カレンダー等人権啓発活動に活用していく予定です。

開 催 日

ࠛ860-0832 ⇃ᮏᕷ୰ኸ༊ⴗཎ⏫ 14 ␒ 85 ྕ
TEL096-379-3988 FAX096-379-2123

第 59 回

会員募集

(一財)熊本市社会教育振興事業団
一緒にボランテ
ィア
致しましょう

絵手紙の部

一般

ポスターの部

一般

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

絵・ポスターの部
小学校１年
TEL&FAX 353-5496

絵・ポスターの部

http://kc-sks.com

中学校１年

学習支援風景

জో͉ġ
ȶͤ͢հͅȂͤ͢ၻ̞ৗ́Ȃͤ͢ࠐफഎͅȷġ
΄Αࢥۯম৾ͤͅழ̤̳ͭ́ͤ͘ȃġ

TEL（096）345-7311

福利厚生サービスを提供し
熊本市中央区黒髪３-３-12 サンライフ熊本内
〒やはり、国の出入りができないので、フランスにいる年老いた親に会えないことですね。それ
862-0976
ます。職場のワークライフ
ホームページ
https://fureau.net
熊本市中央区九品寺
1-5-11
バランスの取組みとしてお
と老人ホームで暮らしている祖母に会えないこと。
ふれあう共済
検索
役立てください。
A2 https://www.rkkcs.co.jp
一方で、仕事と収入が減った代わりに、与えられた時間をうまく活用し、生活をより豊かにで

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

会員募集

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

A2

スポーツジムでのクラスターが発生したことから、ジム通いを控えて自宅で運動
するようにしていました。在宅勤務もするようになり、自宅から出ないことが増え
〒 862-0976
てしまいました。

A3

外出しやすいように履きやすい靴が必要です。どこでも歩けるのは熊本の大好き
https://www.rkkcs.co.jp
学習支援風景
なところの一つです。私はよく散歩したり、買い物をしに徒歩で行ったりします。

〒 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/

午後２時
Denkikan（中央区）
熊本市がつくった
福利厚生制度

ふれあう共済
午後５時

で従業員の皆様に充実した

TEL（096）345-7311

福利厚生サービスを提供し
熊本市中央区黒髪３-３-12 サンライフ熊本内
〒※お詫び※
862-0976 秋号でご案内しておりました「ボヘミアンラプソディー」は、10月中旬から配給会社変更による版権の都合
ます。職場のワークライフ
ホームページ
https://fureau.net
により上映不可となりました。
熊本市中央区九品寺 1-5-11
バランスの取組みとしてお
ふれあう共済
検索
※上映作品については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となる場合もあります。詳細については、今後、
https://www.rkkcs.co.jp
役立てください。

「市政だより」や熊本市のホームページ等にて、お知らせいたします。
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www.seibu-denki.co.jp/

(一財)熊本市社会教育振興事業団
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㍿ RKKコンピューターサービス
熊本市中央区九品寺 1-5-11

上映開始

会費１人月額
350 円（人権啓発作品展示）
一般財団法人熊本市勤労者福祉センター
Denkikan
３階ロビーで
を行います。

〜心とからだの健康づくり〜

熊本市東区錦ヶ丘18 番24号

前（ピュージル・ウォルター）
身（アメリカ合衆国、テキサス州、ヒューストン市）◆熊本市の居住年数（２年）

アメリカでは知らない人でも目が合えば笑顔で挨拶をします。日本でも知らない
人と目が合ったときに、手を振って挨拶したところ、期待した温かいお返事ではな
技術と信頼のパートナー
く、逆に相手の方を驚かせてしまったようでした。

㍿●募集人数
RKKコンピューターサービス
各①、②ともに 70 名（座席数 140 席） ●作品展示

〜「ひと」と「未来」をつなぐパートナー〜
トントントントン
ヒノノニトン

熊本支社

A1

②「あん」
テーマ：ハンセン病

場

もっと、ずっと、くらしのそばに。

きたのではないかと思います。運動を始めたり、ご近所さんと物々交換で、フランス語を教える
代わりに、ギターを教えてもらったりなどという時間の有利な使い方ができたと思います。

一緒に頑張ろう！

会

上映開始
午後２時
午後７時

トラック・バスのことなら、なんでもおまかせ！

A1 が強く、地元に対する誇りや愛情が強いです。情熱的です。
熊本県民は面倒見が良くて、無償を前提で、親切に接してくれると思います。そのおかげで、
拘り＆頑張り
会費１人月額 350 円
一般財団法人熊本市勤労者福祉センター
熊本は非常に暮らしやすいと思います。
で従業員の皆様に充実した

Let’ s do our best!

上映作品

①「聲の形」
テーマ：障がい者（先天
性聴覚障がい）子ども（い
令和３年 ２月 23 日
（火・祝） じめ等）

技術と信頼のパートナー

〜心とからだの健康づくり〜

エグジジャンス＆ペルセヴェランス
ふれあう共済
Exigence&Persévérance

やはり、お金と時間ですね。でもそれは、熊本に限らないですね。しかし、熊本でビジネスを
A3 成功させたいなら、熊本は義理人情というのは、未だに、強く根付いているので、お金を儲ける
ことよりも、出会いを大事にしたほうが良いということを強く感じています。

開 催 日
上映作品
会
場
令和２年 12 月 25 日（金） パートナーズ
健軍文化ホール（東区）
令和３年 ３月 ２日（火） ボヘミアンラプソディー くまもと森都心プラザ（西区）

⇃ᮏ⟶ᕤᘓタᰴᘧ♫

自分のことを大切にすることが大事です。困ったときは無理しないように心を開
いて、他人に助けを求めること。チャレンジしたいこと、頑張りたいことがたくさ
んあるけど、まずは自分の弱いところを認めないといけないと思います。

◆名
◆出

お問い合わせや啓発教材の仮予約
がメールでも可能になりました。

提供や、内容の充実に努めてまいります。

な人権感覚に溢れた作品の応募があり、191人の方が、最優秀賞・ラブミン賞・優秀賞・特別賞・入選を受賞

熊本市がつくった
熊本の方々は、他県と比べて、ものすごく、義理堅い県民だと強く感じました。それに県民性
技術と信頼のパートナー

レッツ ドゥ アワー ベスト

●メールフォームの充実

これからも、引き続きご利用の皆様のお役に立つ情報のご

ポスター、詩、短いメッセージなどの部門に、園、小・中学校の部で2,189点、一般の部で1,098点の豊か

◆名 前（ラファエル・タキシス）◆出 身（フランス共和国、ヴァール県、ラ・セーヌ＝シュル＝メール市）
◆熊本市の居住年数（15年）

♫

●トップページ

からとなっておりますので、ぜひ一度ご覧ください。

優秀賞受賞者が、熊本市人権啓発市民協議会の会長である大西一史熊本市長から表彰状を授与されました。

趣味の合唱団の練習が休止になって、友達と遊ぶことも控えています。仕事でも
在宅勤務が増えている為、人との出会いが少ないです。コロナ対策も大事ですがド
イツの家族とも離れている為、寂しくならないような対策も必要です。

㍿ RKKコンピューターサービス

ページを目指して、デザインやページの構成を見直し、ス

ウイルス感染症感染防止のため、規模を縮小し、各部門の最

◆名 前（ザイツ・アンナ）
◆出 身（ドイツ連邦共和国、バーデン＝ヴュルテンベルク州、マンハイム市）
◆熊本市の居住年数（２年）
母国には「ディスカッション文化」があって、学校で自分の意見を言葉で表すこ
とや論議のマナーについて勉強します。しかし、日本人には自分の意見を中々直接
的に表さない傾向があるのは悔しいと思ったことが多いです。

福利厚生制度

今回のリニューアルでは、分かりやすく使いやすいホーム

で、人権啓発入賞作品の表彰式を開催しました。新型コロナ

仕事とプライベートにメリハリをつける事です。熊本での時間は「自分の人生に与え
A3 られた大切なひと時」という事を忘れず、旅行者目線で楽しめば、仕事も生活も自分ら
しくこなせることができると思います。

Ich gebe mein Bestes!

ムページの全面リニューアルが完成いたしました。

熊本市人権啓発市民協議会と熊本市、熊本市教育委員会主催

現実的に一時帰国ができないし、母国からのEMSも熊本までは届かないのは、心
A2 理的にも寂しい事です。日常の行動範囲も狭くなった分、自分にできる事や楽しさ
を探し、落ち込まないようにするのが大事だと思います。

イッヒ ゲーベ マイン ベステス

準備を進めておりました、熊本市人権啓発市民協議会ホー

令和２年12月５日（土）、熊本市役所14階大ホールで、

ハムケ ヒムネジャ

함께 힘내자！

人と人との距離感を縮めるのに時間がかかる事です。韓国の文化と比べてしま
A1 い、心が折れたこともありましたが、こういった経験を重ねながら日本の文化を理
解していくことが大事だと思います。

ホームページリニューアル完成のお知らせ

〒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

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

http://kc-sks.com

予約

トラック・バスのことなら、なんでもおまかせ！

もっと、ずっと、くらしのそばに。

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

号

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 !
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検索
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〒 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/
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