★ゆいぽーとヒトコト情報★ゆいぽーと３階には個人で利用できるコインロッカー（１回１００円）もあります。

女性のための面接相談

女性のためのなんでも電話相談
☎ ０８２－２４８－３３１５

ご予約は

<相談時間>
開館日の１０：００～１６：００
水・木曜日のみ夜間１７：００～２０：００もあり

<相談相談＞水曜日１７：００～２０：００
土曜日１３：００～１６：００
男性が直面するさまざまな悩みや相談など、
電話で男性相談員がお聴きします。

法律＝女性弁護士、就労支援＝キャリアアドバイザー、
健康相談＝看護師・保健師、こころ＝カウンセラーがご相談を
お受けします。（「就労支援」は就職先のあっせんではありません。）
ひとりで悩まないで、まずはお電話をください。

印刷作業室（２階）

ICT 学習室（5 階）

【利用時間 9：00～20：30】
２階印刷作業室には簡易印刷機、
カラーコピー機、裁断機、紙折り機、帳合機
があり、どなたでもご利用いただけます。
２階受付までお申込みください。

開館日の９:００～２０:３０の間は、自由に
使っていただけます。おもちゃや絵本も自由に
使えます。親子で遊びたい、授乳したい、お友
達の親子と一緒に過ごしたいなど、子育て中の
みなさまのご利用をお待ちしています。
ご利用の際は２階受付をおたずねください。

●コピー
カラー（A3 まで）

30 円/枚

白黒 （A3 まで）

10 円/枚

100 枚以上
（カラー・白黒）

一時託児サービス開始！
毎週水・木曜日
10：00～18：00
＜9/14～スタート＞
（登録料・利用料が
ゆいぽーと
必要です）
おやこひろば
10：00～11：30
詳細はＨＰをご覧いた
毎月第 2・3 金曜日
だくか、お電話で

持ち込み用紙

5 円/枚

Ｂ5／Ａ4／Ｂ4

7 円/枚

Ａ3

9 円/枚

【利用時間 9：00～20：30】
開館日の９:００～２０:３０の間は、ICT
室でパソコンの学習ができます。個人での
ご利用、グループでのご利用が可能です。
グループでご利用の場合は事前にご予約く
ださい。
個人の場合は、予約が入っていない時間
帯はいつでも利用できます。事前に確認の
お電話をいただきましたら空き状況をお知
らせいたします。

2012 年 8・9 月号
広島市男女共同参画推進センター広報紙
「ゆいぽーと」…人と人とがつながる＝「ゆい（結）」
、活動拠点＝「ぽーと（港）」という意味の当センターの愛称です

インタビュー

震災後、福島県飯館村から広島市内へ移住された青木達也さん千春さんご夫妻に、
今の福島への思いをお尋ねしました。

２０１１年３月１１日、東北地方を襲った大震災。そし
て福島原発のメルトダウン。事故は隠蔽され、放射能
が拡散されていることが住民に知らされなかった。あ
れから謝罪会見だの対策だの補償金だの言われる
が、電力会社も政府も本気で取り組んではいない。あ
れだけの事故を起こしずさんな対応しかできなかった
にも係らず、この国の専門家は全て安全だと言う。
子どもにとって原発は安全だと思っている親はいな
い。今後については、想像もつかない。みんな３・１１
と簡単に口にするが、何万人もの方が亡くなり何
十万の人々の生活が一変したのだ。それだけの甚

●簡易印刷
製版
上質紙（白）
色上質紙

30 円/枚
B5／A4／B4

2 円/枚

A3

4 円/枚

B5／A4／B4

3 円/枚

A3

6 円/枚

持ち込み用紙

広島市立大学「市大英語 e ラーニング
講座」開講中（8/1～9/29）のため、
パソコンの台数が不足する場合があり
ます。ご迷惑をおかけしますが、
よろしくお願いいたします。

大なことなのに簡単に言って欲しくはない。
東電も政府も何の説明もなく減額された金額で同
意書を送ってきた。用意された電話相談窓口でも質
問に答えられない人が対応し、説明を求めるとあちこ
ちに回され、責任の所在がわからないで終わってしま
った。
何もかもがずさんなので、自分たち飯館村から来
た者ががんばって声をあげないと、みんなも声をあげ
にくいだろうと思いがんばっている現況だ。特にエ
リアで線を引いて被害者を分断するようなことはせず
に向き合っていきたい。
(文責／香川)

8 月の催し

0.5 円/枚

★グループの会報やミニコミ紙・チラシづくり
にもどうぞ！

（参加費 1 人 100 円）

料理＆工作教室

1F ロビーギャラリー・チャレンジショップ

《申込み募集中！》

ゆいぽーと 1 階ロビーは、ゆいぽーと登録団体のみなさまに展示ギャラリーやチャレンジショップとしてご利用いただけます。
お気軽にお問い合わせください。（公序良俗に反しない利用に限ります）

懐かしの
映画の夕べ
in タカノ橋

夏野菜たっぷりのちらしずしやお吸い物、フルーツゼリーを
作ります。みんなでおいしく食べた後は工作タイム！！
お申し込みは
お電話で!!
８/１(水)朝９時
より受付開始

ゆいぽーと１階ロビーにてサマーコンサート＆映画上映会を行います。
夏の夕べのひとときを素敵な音楽と映画で彩りませんか。

８月２６日（日）

＜日時＞ ８月２６日（日）
１６：００～ アンサンブル演奏 きらきら母交響楽団／朗読 森の会
１６：４０～「歓喜の歌」（2007 年／日本／112 分）

開催!!

ゆいぽーと
広島市男女共同参画推進センター
（タカノ橋商店街入り口）

★オープンして以来多くの方々にご来館い
ただいています。人と人を結ぶ港＝ゆいぽー
とがたくさんの方々の交流の場となるよう、
お手伝いさせていただきます。
（げ）
★“ゆいぽーと”の愛称をいうのにも慣れ、
皆様が集いつながりを広げられているのを
嬉しく思います。みなさまからは「ありが
とうございます」の一言を添えていただき、
より一層“真心をこめて早い対応”をして
いきたいと思います。（い）

９月の催し

監督／松岡錠司 出演／小林薫 伊藤淳史 由紀さおり 安田成美 ほか

＜スタッフ通信＞
ゆいぽーとスタッフからひとこと！

〒730-0051
広島市中区大手町５丁目６－９
TEL：０８２－２４８－３３２０
FAX：０８２－２４８－４４７６

ただいまメルマガ会員募集中!!

「ゆいぽーとキラリ通信」
メールマガジン（毎月 15 日と月末配信）
では各種講座のご案内など、最新情報を
お届けしています。
登録はホームページで！

Mail ：info-y@yui-port.city.hiroshima.jp
http：//www.yui-port.city.hiroshima.jp/
ホームページでは施設の利用案内をはじめ、イベントや講座のご案内など、
ゆいぽーとからのお知らせを随時更新しています。
開館時間／９：００～２１：００（受付は２０：００まで）
休 館 日／月曜日、祝日法に規定する休日（ただし月曜日の場合は
直後の休日でない日）、８月６日、年末年始（１２月２９日～１月３日）

No.2

ゆいぽーと通信

律】（ひとり１時間・１回まで）
毎月第１・２木曜日 １３：００～１６：００
【就労支援】（ひとり１時間・２回まで）
毎月第１木曜日 １１：００～１２：００
第３木曜日 １１：００～１２：００/１４：００～１５：００
【健
康】（ミニセミナー＆グループ相談 定員５名）
毎月第２・４木曜日 １１：００～１２：００
【こ こ ろ】（ひとり１時間・１回まで）
毎月第４木曜日 １３：００～１６：００

☎ ０８２-５４５－６１６０

お問い合わせください。

☎ ０８２－２４８－３３１２

【法

男性のためのなんでも電話相談

【利用時間 9：00～20：30】

(要予約・無料)

（予約受付時間 開館日の９：００～２０：００）

女性が直面するさまざまな悩みや相談など、
電話で女性相談員がお聴きします。

こども室・乳児室（２階）

2012 年 7 月 31 日 発行
2012 年 8 月 15 日 増刷

＜対 象＞小学３年～６年生まで（先着２０人）
＜日 時＞８月２２日（水）10:30～15:30
＜参加費＞2,000 円（材料費込）
＜会 場＞ゆいぽーと生活実習室、アトリエ
＜申込み＞お電話でお申込みください。
８月１日（水）朝９時より受付けます。
お申込みは

０８２－２４８－３３２０

講座名・参加されるお子さんの姓名（ふりがな）・
学年・郵便番号・住所・電話番号・住所・保護者名を
お知らせください。（受付は終了しました）

《主催事業》 防災講座

「私が助かる、あなたを助ける
― 誰も犠牲にならない本当に役立つ防災講座 ―」

地震・水害・土砂崩れなど、さまざまな災害が、身近なところで起きています。とっさの時に最良の判断をし、
スピーディーに行動するには、日頃の訓練と地域で支えあえる関係づくりが必要です。事例や日頃の思いを
出し合い、一緒に考え、最良の取り組み方法をみつけるための講座です（２回連続）。
＜対
＜日

象＞防災に関心のある方はどなたでも
時＞第１回 ９月２５日（火） １０：００～１２：３０
「避難の事例や体験から気づくこと どうやって、どこに逃げる？」（動きやすい服装でお越しください）
第２回 １０月 ２日（火） １０：００～１２：３０
「事例や体験をふまえて 一緒に考えよう備えよう」
＜定 員＞３０人（要申込・先着順）／託児あり（６ヶ月～未就学児・６人まで）
＜会 場＞ゆいぽーと５階 研修室３

お申込みは

TEL ０８２－２４８－３３２０／FAX ０８２－２４８－４４７６
FAX でのお申込みは、講座名・姓名（ふりがな）・電話番号・託児の有無をご記入ください

・ゆいぽーとフィットネス （女性限定・定員 40 人）

・なるほどスマートフォン講座
これから発売される携帯電話は“スマートフォン”が多数
を占めるようです。スマートフォンって何？何ができるの？
気を付けることは？ 購入を考えている方、初心者の方、
この講座ではスマートフォンについてやさしく解説します。
＜講 師＞山口雅明さん（ﾄﾞｺﾓｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ中国（株）
）
＜日 時＞各回とも講座内容は同じです。
①９月２５日（火）１６：００～１７：３０
②９月２５日（火）１８：３０～２０：００
③９月２８日（金）１６：００～１７：３０
④９月２８日（金）１８：３０～２０：００
＜定 員＞各２０人（要申込・先着順）
＜参加費＞３００円（消費税込）
＜協 力＞ﾄﾞｺﾓｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ中国株式会社
株式会社富士通ｼｽﾃﾑｽﾞ・ｳｴｽﾄ
たまご

経験豊富なインストラクター陣が、あなたの健康や体力づくり
をサポート！楽しく体を動かして、仕事の疲れやストレスを解消し
ましょう♪エアロビクスやズンバ、ストレッチなど、６種類のコース
があります。託児付きのコースもご用意しています。
＜講 師＞フィットインジャパン（株）AFAA 認定インストラクター
＜日時・内容＞
時間

水

②身近なモノを使ってエクササイズ

15:30～16:30

木

員＞各４０人
①②④⑤のみ託児あり
（６ヶ月～未就学児・各コース６人まで）
＜料 金＞各 6,500 円（全 10 回）
託児付 8,000 円（全 10 回）
＜申込み＞往復はがきに希望コース・住所・姓名（ふりが
な）・電話番号、託児付きの場合はお子さんの名
前・年齢（月齢）を記入の上、ゆいぽーとへ郵送
またはご持参ください。
＜締 切＞８月２４日（金）必着。応募者多数の場合は抽選
＜共催事業＞スライド視聴の会
入場無料

活動グループ紹介♪コーナー

イスラエルの歴史的遺跡や花などの
スライド上映を行います。

グループ代表の方に寄稿いただきました

主催：広島市退職校長会中区会

「わたしたちの性と生を語る会・広島」

＜講師＞末森一男さん（元江波中学校校長）
＜日時＞９月１１日（火）
１７:００～１８:２０
＜定員＞３０人（要申込・先着順）

その②「みぃつけた！」

講座れぽーと②

カロリーメイトとポカリ
スエットだけで３日間
６０km を歩く

2012 年度連続学習講座「ヒロシマを語りつぐ」第３回
「ヒロシマを語りつぐために 沖縄巡礼から考える」
日時：７月７日（土） １３：３０～１５：３０
講師：岡本貞雄さん（広島経済大学教授）
沖縄戦の追体験の取り組みについて、ビデオを使ってお話
された。報告書やビデオ・書籍制作などへの関わりが学生の主
体性を育んでいることを学んだ。若い世代への継承には意欲
を持ち続けられるよう環境整備が必要であること、また、沖縄と
広島の相互交流についてもお話された。終了後学生による沖
縄の写真展のギャラリートークも実施された。

資料室
（
図 書 室）
で
本を読ん
でいたのよ

「若い人達がこういう活動をしている
ことを頼もしく感じた。これからも
広く活動を継承し、平和を希求して
いく人が増えてほしい。
」

ゆいぽーと４階のちょこっとオアシス

あーと＊くりえいと＊コーナー
「歌と観照 広島支部」

資料室より【開室時間 9：00～20：30】
NEW BOOKS
へぇ ー

たくさん

ゆっくり落ち
ついて調べ物や

くつろぎますよ

作品拝見コーナー第 1 回は文学作品、短歌です。全国
に会員を持つ短歌団体「歌と観照」広島支部は昭和 59 年
に発足。現在会員 7 名で月に一度ゆいぽーとで例会を行
い、添削をもとに勉強されています。冒頭の二首は皆さん
の詠草（歌の草稿）から。
現代表の河野千代子さんは「和歌は古代万葉から今に
続く日本人の心。日本に生まれたなら、歌に触れないとも
ったいない。」と。刹那をとらえ、歌を詠むことは感覚を磨く
鍛錬になるそうです。数々の作品から、優美で奥深い和の
世界を感じました。（取材・文／北村）

の本！
学習ができます
絵本も
雑誌もあって
あるんだ

屋根踏みて餌をねだりいしのら猫の
三日を経ても来てくれぬなり

とってもなごやかな雰囲気です

＜参加者の声＞（アンケートより）
「毎回、参加しています。その都度
新しい話が聞けて勉強になります。
難しいことはわかりませんが、
戦争への道を歩むことに加担しない
ようにしたいなあと思いました。」

作品拝見！

乳癌の手術で扁形せる乳房
見詰めけげんな顔せる孫ら

「歌と観照」と広島支部の「ふたば短歌集」

朝 9:00 広島駅から被爆電車が比治山経由で宇品へ向けて
出発。車窓からの風景には、日頃気づかない被爆樹や被爆建
物などがあった。比治山下で下車後、多門院、山陽文徳殿で、
被爆による破損状況を目の当りにし、旧 ABCC を経て比治山
陸軍墓地へ。「死んでも階級がある」と、ひとりの参加者のつぶ
やき。大きく立派な墓碑は将校のものだった。フランスやドイ
ツ、中国などの外国人墓地もあり、時代により敵味方がさまざま
あったことが伺えた。その後、講師の舟橋喜惠先生から『陸軍
墓地と ABCC 浜井市長（当時の広島市長）談』をもとに、ABCC
設置受け入れのいきさつや、治療のためではなく研究のため
の施設であったこと、そのことにより被爆者が分断された歴史な
どをお話しいただいた。

＜参加者の声＞（アンケートより）
涼しいよ！

グループへのお問い合わせは
ゆいぽーと２階受付までどうぞ

9/6～11/8
(10)

11:00～12:00
19:00～20:00

⑥ストレッチで体をセルフケア

「イスラエルは、いま」

「私たちの中には、『男と女しかいない』と思われています
が、男でも女でもない性を持って生まれる人もいれば、自分の
性別に違和感を覚える人、好きになる相手が同性の人もいれ
ば両性の人もいます。人に対して恋愛感情を抱かない人もい
ます。それは罪でも間違えでも恥ずかしいことでもなく、100 人
いれば 100 通りの生があるように、100 人いれば 100 通りの性
があります。私たちが自分らしく生きる社会を実現するために、
セクシュアリティ(わたしたちの性と生)についての理解を深める
ための啓発活動やセクシュアル・マイノリティ当事者の
自助サポートを行っています。」

《共催事業》 被爆電車に乗って 1945 年を語る
日 時：７月７日（土） ９：００～１２：００
主 催：2000+7・平和、ゆいぽーと

9:30～10:30

④簡単な運動でアンチエイジング

＜定

9/5～11/7
(10)

19:00～20:00

③ＺＵＭＢＡ

近年多くの健康な女性が不妊に悩んでいます。講座
では妊娠や不妊について助産師がわかりやすく解説し
ます。またフィットネスインストラクターによる簡単な体操
も行います。自分の今の身体について考え、卵子につ
いて学びませんか。

期日(回数)

12:30～13:30

①筋肉をつけて基礎代謝をあげる

・健康講座「卵子のはなし

＜講 師＞有地美奈子さん、高島麻季さん（助産師会）
河西円加さん（フィットインジャパン）
＜日 時＞９月２９日（土）１３：３０～１５：３０
＜定 員＞先着３０人
託児あり（６ヶ月～未就学児・６人まで）
＜参加費＞無料。動きやすい服装でお越しください。

曜
日

内容

⑤更年期ビューティーエクササイズ

―妊娠や不妊について考える―」

イベント・講座カレンダー

（2000+7・平和は 2000 年国連特別総会女性会議派遣メンバー有志）

9/5（水）より第２期スタート！！

こ～ん
にちは
あついね
あついね～

★ゆいぽーとヒトコト情報★ゆいぽーと２階フリースペースには新聞や市内の広報チラシが置いてあります。ご自由にご覧ください。

講座れぽーと①

お電話またはファックスで「ゆいぽーと」までお申し込みください
ＴＥＬ：082-248-3320 ＦＡＸ：082-248-4476

お待ちしてます！

夏休み、余暇を活かして読書で知識や教養を深めませんか。
資料室には９月の防災講座に合わせ、「被災ママ 812 人が作っ
た子連れ防災手帖」など、防災に関連する本が入りました。
いざというときどう行動するか家族でルールを作っておく、
など実体験に基づいた防災対策は必読です。
その他「若者はなぜ『就職』できなくなったのか？」
「時代と
記憶」「女性映画が面白い」など。

★資料の貸出は一人３冊・２週間です。皆さまのご利用をお待ち
しています。
★資料のリクエストも受け付けています。
メールで、FAX で、受付で、ご意見ご希望をお寄せください。
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フィットネス
フィットネス・就労支援相談・法律相談

無料映画上映会「運命の背中」
休館日
絵手紙・さきおり
フィットネス
フィットネス・健康相談・法律相談

8月

休館日

就労支援相談

（フィットネスはお休みです）
（フィットネスはお休みです）

休館日
フィットネス・「夏休み子ども企画 料理＆工作教室」
フィットネス（第1期終了）・健康相談・こころの相談

「ｻﾏｰｺﾝｻｰﾄ＆懐かしの映画の夕べ in タカノ橋」
休館日

休館日

9月

フィットネス（第2期開始）
フィットネス・就労支援相談・法律相談

休館日
絵手紙・さきおり
スライド視聴の会「イスラエルは、いま」
フィットネス
フィットネス・健康相談・法律相談
おやこひろば（ママたちのおしゃべり広場）

休館日
休館日
フィットネス
フィットネス・就労支援相談
おやこひろば（ママレッチ＆リズム遊び）
休館日

休館日
「私が助かる、あなたを助ける誰も犠牲にならない本当
火 に役立つ防災講座」第1回
スマートフォン講座
水 フィットネス
木 フィットネス・健康相談・こころの相談
金 スマートフォン講座
土 健康講座「卵子のはなし-妊娠や不妊について考える-」
日

