
ウ　ラ

熊本支社
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- ）第 号
Fax  096-360-5200　宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣（ ）第

　  8・
15

860-0832 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

TEL&FAX 353-5496

熊本市地域婦人会
連絡協議会

学習支援風景

ふれあう共済熊本市がつくった
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。

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

一般財団法人熊本市勤労者福祉センター　

(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 !

http://kc-sks.com

～心とからだの健康づくり～

検索ふれあう共済

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

〒 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。

技術と信頼のパートナー

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

RKKコンピューターサービス㍿

～「ひと」と「未来」をつなぐパートナー～

www.seibu-denki.co.jp/
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オモテ

シルバー人材センターで生涯現役！

60歳以上
の方

〇生活リズムに合わせた働き方が選べます
〇これまでの経験に合わせて就業ができます
〇就業を通じて社会貢献ができます
〇気の合った仲間作りができます
〇サークル活動・ボランティア活動ができます ○ 公益社団法人  熊本市シルバー人材センター

〒860-0833　熊本市南区平成１丁目10 -８
TEL   096-322-3300   FAX  096-322-3324
ホームページは“熊本市シルバー人材センター“で検索お気軽にお問合せください

“もっと、ずっと、くらしのそばに。”

ＪＲ九州　予約

STOP！コロナ差別メッセージ

　例年、各区において開催しておりましたヒューマンラ
イツ・シアター（人権映画）につきましては、新型コロ
ナウイルス感染症感染防止のため、しばらくお休みいた
します。予定では、12月下旬及び3月上旬の上映を計
画しております。
　日程・上映作品等決定しましたら、「ラブミンだより」
「市政だより」「ホームページ」等でお知らせいたします。

　近年、人権教育の高まりにより、各企業や市民団体等
における人権研修会の講師に関するご相談が当協議会に
多数寄せられています。このことは大変喜ばしいことで
あります。そこで当協議会では、熊本市及びその周辺に
お住まいで、専門的な認識や知識をお持ちの方々に承諾
をいただきまして、熊本市人権教育講師としてご紹介を
行っています。各職場・学校・地域等での人権教育研修
にご利用いただき、身近な場所で積極的に研修会が行わ
れることを期待しています。
　詳しくは、ホームページの啓発教材・講師紹介に課題
別講師一覧として載せております。

※ご利用の際は、講師の方へ直接お電話していただき、
交渉・打ち合わせをお願いいたします。

HP: http://lovemin.jp/

新型コロナウイルス感染症に関して
～差別や偏見をなくしましょう～

令和２年度熊本市人権啓発市民協議会総会（書面決議）結果報告
「すべての議案について承認されました。」

ヒューマンライツシアター（人権映画）
の上映について

登録講師のご紹介

人権啓発作品募集
募集中▶９月15日㈫まで応募部門・作品規格

応募資格

応募方法

その他

❶一般の部（高校生以上）

❷小・中学校の部

❸幼稚園・保育園・認定こども園の部

ポスター・・・・・・Ｂ3判画用紙またはＢ4判画用紙
詩・メッセージ・・・400字詰め原稿用紙１枚以内
標語・・・・・・・・応募用紙またははがき１枚に３点まで
川柳・・・・・・・・応募用紙またははがき１枚に３句まで（自由課題）
肥後狂句・・・・・・募集チラシの裏面またははがき１枚に３句まで
　　　　　　　　　　（課題（笠）「よ（寄）りそって」「ありがたい」「ひとつひとつ」）
絵手紙・・・・・・・はがきサイズ

絵・ポスター・・・・Ｂ3判画用紙（ゴッホ画用紙）
短いメッセージ・・・規定の応募用紙
詩・・・・・・・・・規定の応募用紙

ねえねえ先生・・・・・園ごとに規定の応募用紙

熊本市内に居住または通勤・通学する方

作品に住所、氏名（フリガナ）、年齢（学生は学校名と学年）、電話番号、雅号などあれば明記し、
〒860-8601　熊本市中央区手取本町１番１号　熊本市役所 12階人権政策課内
　　　　　　　熊本市人権啓発市民協議会事務局へ郵送または持参してください。
※作品を持参される場合、土・日・祝日は受付ができません。　
※「小・中学校の部」および「幼稚園・保育園・認定こども園の部」は、学校・園を通じて熊本市教育委員会人権教育指導室まで応募してください。

①応募作品は、未応募・未発表のものに限ります。
②入賞作品は市民の人権意識の普及・高揚を図るため、市役所の展示、「市民だより」・「人権啓発作品集」冊子・「人権カレンダー」
　への掲載など、啓発活動等に活用します（主催者以外の使用を許可することもあります）。
③著作権は熊本市人権啓発市民協議会に帰属されるものとします。
④応募作品は希望があれば返却します。
⑤応募者の住所・氏名・電話番号などの個人情報は、人権啓発作品に関する事務連絡及び入賞作品の表彰（氏名（雅号など）・作品名・学校・
　学年のみ発表）に使用し、他の目的には一切使用しません。

　　部門別に最優秀賞１点、ラブミン賞、優秀賞、特別賞などを選考し、
　表彰状並びに副賞を贈呈します。
● 「一般の部」は最優秀賞５千円・ラブミン賞５千円・優秀賞３千円・
　特別賞 2千円の商品券、高校生は同額の図書カード
● 「小・中学校の部」と「幼稚園・保育園・認定こども園の部」は千円
　の図書カード

皆さんの企業・
団体内に応募呼びかけ
をお願いします

熊本市人権啓発キャラクター
ラブミン

　新型コロナウイルスへの感染例が報告される度に、感染者が確認された事業所や病院などの職員、関係者、そ
の家族の方々に対し、誤解や偏見に基づく差別的な言動が報告されています。
　皆様が一丸となって感染拡大防止に努めている中、人々を傷つけるような不当な差別や偏見が決してあっては
なりません。

　当協議会会長の熊本市長　大西 一史も公益財団法人 人権教育啓発推進センターの「STOP！コロナ差別 ―差
別をなくし正しい理解を― キャンペーン」に参加しています。ぜひご覧ください。

　今も、差別やいじめに繋がる心無い言動が広がっています。各機関では、人権問題について相談を受け付けて
います。

  電話相談もご利用ください
○みんなの人権 110番（全国共通人権相談ダイヤル）
　（電話：0570－003－110、平日：8時 30分から 17時 15分）
○外国語人権相談ダイヤル
　（電話：0570－090－911、平日：9時から 17時）
○インターネット人権相談受付窓口
 　http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html

　今年度は、新型コロナウイルスの影響により総会の開催ができず議案の書面決議をお願いしたところ会員の皆
様のご理解とご協力により、すべての議案に同意をいただくことができました。誠にありがとうございました。

人権啓発DVD・助成金制度をぜひご利用ください！

　ご利用は、事前にお電話での予約で承ってお
ります。
　詳しいご利用方法は、人権協ホームページ
(http://lovemin.jp) をご覧の上、各団体での人
権研修などにぜひご活用ください。

・事業を実施する 10日前までに、助成金交付申請書（様式第１号）を会長宛に事務局へ提出する。
・事業実施後、10日以内に事業実績報告書（様式３号）に講師に支払った謝礼領収書の写しを添えて提出する。
※事業の中止や内容の変更があれば、速やかに届け、必要に応じ、助成金交付申請書（様式第１号）を再提出する。

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週間（７泊８日）】を無料で行ってい
ます。

会員限定　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　⑴会場費⑵講師に対する謝礼金⑶講師の旅費
・助成金の額　上記対象経費の合計金額。ただし、３万円
を上限としますが、３万円以内であれば複数回でも可とし
ます。（ご利用については、人権協予算の範囲内とさせて
いただきます）

自分がされて いやなことは
友だちにぜったいしない
みんなそうだといいな

「友達の言葉」とかけて  「パン」と解く
その心は
どちらも「ふわふわ」がいい

いいんだよ 人とちがって あたりまえ

守りたい　大きな未来　小さな手

≪≪新刊 DVD のご紹介≫≫

新刊が入荷しましたので、
ぜひご活用下さい。
Voice（人権の教室）

ずっと助けてと叫んでた

ネット差別を許すな！～川口泰司～

みんなで考える LGBTｓ
①いろいろな性～好きになる性～

　中学生・高校生合わせた 3 人が、招待状を見ながら休
日の教室に集まってきます。ただ、子ども達は内心「人権」
についていまひとつピンと来ていない様子。
　さて、どんな授業が始まるのでしょう。

　同性愛者（ゲイ、レズビアン）である生徒たちのドラ
マを見ながら、好きになる性の多様性について考える。

　「母を守るために」実父の性的虐待に耐えた少女と、
その少女の命をつなぎとめた人々の物語。

　今、ネット空間を主戦場に部落差別が展開。差別情報
の拡散、「部落地名総鑑」公開など、「ネットを悪用した
部落差別」の現実を解説。何が問題で、どう解決するのか、
道筋を示す。

昨年度の最優秀賞　
小学校の部：絵・ポスター

昨年度の最優秀賞　小学校の部：短いメッセージ

昨年度の最優秀賞　中学校の部：短いメッセージ

昨年度の最優秀賞　一般の部：標語

昨年度の最優秀賞　一般の部：川柳・肥後狂句

ラブミンラブミン

～助成を受ける場合～


