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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/

860-0832 14 85

TEL096-379-3988 FAX096-379-2123

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/

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/

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

団体名
株式会社アイキャッチ
アイシン九州株式会社
株式会社アクセス
株式会社アスリートクラブ熊本
株式会社あつまるホールディングス
株式会社RKKコンピューターサービス 
株式会社RKKメディアプランニング  
株式会社アレス
株式会社あんしんCo.,Ltd.
株式会社　えがお
NHK熊本放送局  
株式会社エフエム熊本  
OA通信サービス株式会社  
株式会社亀井ランチ  
一般社団法人九州環境地域づくり
九州産業交通ホールディングス株式会社  
九州電力株式会社熊本支社  
九州旅客鉄道株式会社熊本支社  
九州ルーテル学院大学 
九州労働金庫熊本県本部  
株式会社九電工熊本支店  
株式会社協働社  
株式会社熊日広告社 
熊日サービス開発株式会社  
株式会社熊防メタル  
熊本朝日放送株式会社  
熊本学園大学 
熊本管工建設株式会社  
株式会社熊本銀行  
公益社団法人熊本県看護協会
熊本県公立高等学校長会 
社会福祉法人熊本県コロニー協会 
一般社団法人熊本県助産師会  
熊本県私立中学高等学校協会  
株式会社熊本県民テレビ  
熊本県ユニセフ協会 
公立大学法人熊本県立大学
一般財団法人熊本国際観光コンベンション協会
特定非営利活動法人くまもと子どもの人権テーブル

熊本酸素株式会社  
一般社団法人熊本市医師会
熊本市植木町商工会
一般財団法人熊本市勤労者福祉センター
一般財団法人熊本市国際交流振興事業団
熊本市子ども会育成協議会
一般社団法人熊本市歯科医師会 
一般財団法人熊本市社会教育振興事業団
社会福祉法人熊本市社会福祉協議会 
社会福祉法人熊本市社会福祉事業団
熊本市社会福祉施設連合会 　
熊本市小学校長会 
公益財団法人熊本市上下水道サービス公社
熊本市私立幼稚園・認定こども園協会
公益社団法人熊本市シルバー人材センター
熊本市人権教育研究会  
熊本市身体障害者福祉協会連合会
熊本市青少年健全育成連絡協議会
熊本市託麻商工会 
熊本市地域公民館連絡協議会  
熊本市地域婦人会連絡協議会  
熊本市中学校長会  
株式会社熊本シティエフエム 
熊本市農業協同組合  
熊本市ＰＴＡ協議会  
公益財団法人熊本市美術文化振興財団
一般社団法人熊本市保育園連盟 
熊本市北部商工会
熊本市保護司会連絡協議会 
熊本市民生委員児童委員協議会  
一般社団法人熊本市薬剤師会
熊本商工会議所 
熊本人権擁護委員協議会熊本市部会
くまもと新世紀株式会社（ホテル日航熊本）
熊本信用金庫 
熊本製粉株式会社  
熊本第一信用金庫 
国立大学法人熊本大学 
熊本中央信用金庫 
熊本電気鉄道株式会社  

株式会社西原商店
株式会社日専連ファイナンス
日本生命保険相互会社熊本支社
日本郵便株式会社熊本中央郵便局　
株式会社パブリックビジネスジャパン
株式会社肥後銀行
平田機工株式会社
富士ゼロックス熊本株式会社
株式会社フジバンビ
株式会社藤本物産
株式会社古荘本店
ホープ印刷株式会社 
株式会社ホームセンターサンコー
株式会社星山商店
株式会社前田産業 
株式会社みどり印刷社 
株式会社ヨネザワ
株式会社りそな銀行熊本支店
リバテープ製薬株式会社 
ルネサスセミコンダクタマニュファ
クチュアリング株式会社川尻工場
株式会社レイメイ藤井 熊本本店
株式会社ワード・ハウスミズ 
熊本市

団体名
有限会社 オフィス・ウェブラン
楓文具
熊本市立幼稚園研究会
株式会社 橋口石彫工業
株式会社 Bigheart （合）Tフレンズ
医療法人　堀尾会
宮内博文堂
明治安田生命保険相互会社 熊本支社
株式会社 ゆうプランニング
ワシントン外語学院

株式会社熊本日日新聞社  
熊本バス株式会社 
熊本日野自動車株式会社 
熊本防錆工業株式会社 
株式会社熊本放送 
学校法人銀杏学園　熊本保健科学大学
株式会社熊本ホテルキャッスル
株式会社熊本リビング新聞社
株式会社熊本流通情報センター
公益財団法人熊本YMCA 
KMバイオロジクス株式会社
光進建設株式会社
株式会社コスギ不動産
西部ガス株式会社
ザ・ニューホテル熊本（ANDO 
HOTEL KUMAMOTO株式会社）
三和文化企業株式会社  
敷島印刷株式会社熊本支店
重光産業株式会社
株式会社SYSKEN
シダックス大新東ヒューマン
サービス株式会社　熊本営業所
株式会社十八測量設計
株式会社シロヤパリガン
新産住拓株式会社　
株式会社杉養蜂園
西部電気工業株式会社熊本支社
西部電設株式会社  
一般社団法人生命保険協会熊本県協会
公益社団法人全日本不動産協会熊本県本部
綜合企画株式会社 
崇城大学
大海水産株式会社  
大和ハウス工業株式会社熊本支社  
旅のよろこび株式会社 
株式会社鶴屋百貨店 
株式会社テレビ熊本
学校法人東海大学　熊本校舎
株式会社ドコモCS九州熊本支店
西日本電信電話株式会社熊本支店  

開催日 上映作品 会　場 上映時間

第59回 令和２年12月25日（金） パートナーズ 健軍文化ホール
（東区） 午後２時

第60回 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） 午後７時

≪≪新刊 DVD のご紹介≫≫現地研修会（バスツアー）についてインターネット被害に遭ったらどうしたらいいの？

会員一覧 (会員数150　2020年9.1現在)　※50音順

映画上映会のお知らせ

はじめまして
～新会員さんのご紹介～

新刊が入荷しましたので、ぜひご活用下さい。
おじゃる丸　ちっちゃいものの大きなちから

　おじゃる丸と「ちっちゃいものクラブ」の仲間達が月光町
で助け合いの大切さを学んでいく。（幼児・小学校低学年向け） 　この度、熊本市人権啓発市民協議会のホー

ムページを全面的に見直し、スマートフォン
などのモバイルにも対応できるよう令和３年
（2021 年）１月４日（月）に当ホームペー
ジをリニューアルさせていただきます。
　今後も、更なる情報の充実、利便性の向上
のために改善を図って参りますので、よろし
くお願い申し上げます。

シェアしてみたらわかったこと
　上京して、期待を胸に入居したシェアハウス
そこに暮らしているのは、個性豊かな住人たち
　この住人たちとの交流は戸惑いの連続だけど
時間、空間、思いをシェアして初めて気づくこ
ともある　
　私が、シェアしてみたらわかったこと…

　「人権」という言葉からあなたはどんな印象を受けますか。
　「とても大切なもの」それとも「何だか堅苦しくて難し
いもの」、「自分には関係ないもの」でしょうか。
　「人権」とは「すべての人々が生命と自由を確保し、そ
れぞれの幸福を追求する権利」あるいは「人間が人間らし
く生きる権利で、生まれながらに持つ権利」であり、だれ
にとっても身近で大切なもの、日常の思いやりの心によっ
て守られるものです。

　例年実施しております現地研修会（バスツアー）につきまして、今年度は水俣病関係の現地研修
会を計画しております。現在、新型コロナウイルス感染症の感染状況を考慮しながら、日程を調整
しております。計画では、２月中旬から３月上旬に実施する予定です。
　日程等決定しましたら「市政だより」「ホームページ」等でお知らせいたします。　被害に遭われた方が自ら削除を求める

ことが困難な場合は、最寄りの法務局に
ご相談ください。法務局が、プロバイダ
などへの削除の要請を行います。法務局
からの削除要請は、インターネット上の
情報について法務局が調査を行い、名誉
毀損やプライバシー侵害などの人権侵害
に該当すると認められる場合に行います。

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す。

※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、延期や中止等、変更する場合もあります。
詳細については、今後、「市政だより」や熊本市のホームページ等にて、お知らせいたします。

　「ラブミン人権啓発作品」入賞作品を展示します。
　「ラブミン人権啓発作品」に多数のご応募ありがとうご
ざいました。
　寄せられた作品の中から、最優秀賞と優秀賞に選ばれ
た作品を展示いたします。

 展示期間  12 月２日（水）～12月11日（金）
 場　　所   市庁舎１階ロビー

人権週間（12月４日～10日）

ホームページ
リニューアルのお知らせ

人権週間の期間中、人権のことについて、少し考えてみませんか？
協議会では、人権啓発冊子を多種取り揃えております。研修等に、ぜひ、お役立てください。熊本市人権啓発市民協議会（TEL 096-328-2333）

被害に遭われた方が自ら削除を求める
ことが困難な場合は、法務局へ相談

法務省のホームぺージより引用

法務省のホームぺージより引用

イチオシです。

外国人、LGBT、
障がい、災害

インターネットの書き込みによる人権侵害について

インターネットの書き込みにより、人権侵害の被害にあわれた場合

まず、最寄りの法務局へ
人権相談を

法務局職員又は人権擁護委員が
詳しくお話をおうかがいします

法務局において、当該書き込みの違法性を判断した上で、プロバイダ等
へ削除要請をします（ただし、強制力を伴わない任意の措置にとどまります）

法務局の削除要請にも応じてもらえなかった場合

相談者ご自身で削除依頼をすることが困難である場合　
又は　相談者ご自身で削除依頼をしたが応じてもらえなかった場合

書き込みの削除を希望される場合 相談者ご自身で削除依頼をされる場合

名誉毀損罪等により犯人の処罰を希望される場合

裁判所に削除の仮処分命令の申立てをする方法をご案内します

最寄りの警察署、各都道府県警本部の
サイバー犯罪相談窓口等をご案内します

プロバイダ等への削除依頼等の
具体的方法を助言します

（法務局が申立てを代行することはできません。相談者ご自身で申立てをするのが困
難であれば、弁護士等に相談していただくことが考えられます。資力の乏しい方は、
日本司法支援センター（法テラス）の民事法律扶助（弁護士等による無料法律相談
や弁護士費用等の立替え）をご利用いただくことができます。）


