☎ 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

男性のためのなんでも電話相談
☎ ０８２-５４５－６１６０

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

<相談相談＞水曜日１７：００～２０：００
土曜日１３：００～１６：００

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。

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。

印刷作業室（2 階）

【利用時間 9：00～20：30】
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。

【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。
●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
（登録料・利用料が
必要です）
詳細はＨＰをご覧いた
だくか、お電話で
お問い合わせください。

ICT 学習室（5 階）

持ち込み用紙

5 円/枚

Ｂ5／Ａ4／Ｂ4

7 円/枚

Ａ3

9 円/枚

●簡易印刷
ぴよぴよの会

ゆいぽーと
おやこひろば
10：00～11：30
毎月第 2・3 金曜日
（参加費 1 人 100 円）

製版

30 円/枚

上質紙（白）
色上質紙

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

0.5 円/枚

【利用時間 9：00～20：30】
開館日の９:００～２０:３０の間は、ICT
学習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。２階受付まで
お申込みください。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。
広島市立大学「市大英語 e ラーニング
講座」開講中（10/3～12/8）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。

★グループの会報やミニコミ紙・チラシづくり
にもどうぞ！

ゆいぽーとロビーコンサート

ゆいぽーと秋のロビーコンサートは親子で楽しむ昔話コンサート。
お月見をテーマに、筝曲グループ玄恵会おとぎ組が箏や尺八など
和楽器の演奏に合わせて昔話をスクリーンで上映します。
＜定 員＞ 当日先着 50 人 無料
＜日 時＞ 10 月 26 日（金）11:00～12:00
＜会 場＞ ゆいぽーと１階ロビー

・おはなし「ふしぎなたいこ」
・曲目「アンパンマンのマーチ」
「さんぽ」
「十五夜お月さま」など

＜申込み＞不要・直接ご来場ください。

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。）

＜スタッフ通信＞
ゆいぽーとスタッフからひとこと！

ただいまメルマガ会員募集中!!

広島市男女共同参画推進センター

「ゆいぽーとキラリ通信」

（タカノ橋商店街入り口）

2012 年 10・11 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 子どもたちが主役になって町づくりをする職業体験イベント「ひろしまキッズシティ」が
10 月 7 日（日）・8 日（祝）に広島市中央公園で行われます。県内の企業・各種団体・
行政が一体となって取り組み、子どもたちの「自ら育つ力」を支援する事業です。
今年 2 年目を迎えた「キッズシティ」の運営委員長、大坂隆志さんにお話を伺いました。

「キッズシティ」が生まれたきっかけは？
大坂：青年会議所の次世代育成事業の事務局として、児童相談
所から虐待など子どもたちに関わる問題を伺った際、
「青年経済
人として子どもたちにできることをやって下さい」と言われた。
自分たちにできることは職業体験かなと。子どもたちが本気で
遊びながら仕事について学べる場を作り、本来持っている「自
ら育つ力」をのばす手助けをしたいと思った。

「子どもたちが本来持っている力」を信じているのですね
大坂：習い事もいいけれど、自分が小さい頃は悪いこともいい
ことも自分たちで見つけていった。ケガをしたり、大人に怒ら
れたりと経験したことが自身の成長につながった。
「キッズシテ
ィ」では子どもたちが主役。自分で考え、挑戦して、頑張って
いる姿をほめられると自信がつく。経験を通して何かに気づく
きっかけにしてほしい。

親の仕事を知らない子どもが増えているが・・・
大坂：少し前までは町の中に工場や商店があって大人が働いて
いる姿を目にしたり、隣近所の大人に声をかけられたり。大人
と子どものコミュニケーションの場が自然にあった。今は大人
と子どもの生活の場がはっきり区切られていてお互いの様子が
わからない。
「キッズシティ」では様々な仕事を持つ大人が大勢
関わっている。汗をかいて、厳しいけれどやさしい、つまり「か
っこいい」大人たちとコミュニケーションをとって、親の仕事
に興味をもつきっかけになればと思う。

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！

★これからはお出かけにはいい季節となりま
す。ゆいぽーとではさまざまな講座・イベ
ントを企画してみなさまの来館をお待ちし
ています。
「参加してよかった」といっても
らえるような企画にできるよう、スタッフ
の一人として努めます。
（も）

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

★性別だけでなく、年齢、障がい、異文化な
どの違いを認め合い、人間らしく働き、豊
かな生活を送ることができるセンターと
なるようお手伝いさせていただきます。
（や）

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

Mail ：info-y@yui-port.city.hiroshima.jp
http：//www.yui-port.city.hiroshima.jp/

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）

昨年の「キッズシティ」で心に残った
場面は？
大坂：工事現場の仕事体験をする子
など、ふと見るととてもいい表情を
していた。プロに仕事を学ぶという
のは、印象に残ること。参加企業も
「大きなケガさえなければ
独自の資格証を用意して下さったり、
‘どんとこい’です」と
大変ありがたい。関係しているみん
笑顔で話してくださいました
なが子どものことを考えて一生懸命
やるなかで、それぞれの立場で気づくことがあると思う。

今年の「キッズシティ」の PR を！
大坂：「子ども会議」を開き、参加する子どもたちがキャッチフ
レーズなどを考え自分たちの目線で「キッズシティ」の企画・準
備・運営にあたっている。発想やアイデアに驚かされることも。
100%完成したものを求めてはいないので、１年目とは違うや
り方をしてみたり、いろいろ試しながら経験を次に繋いで活かし
ていければと。参加する子どもたち、企業、関わる皆さんによい
取り組み、よい事業と思ってもらえるよう努力して、継続してい
きたい。とにかく笑顔がいっぱいあふれる「キッズシティ」で、
子どもたちには思う存分遊びながら楽しく学んで帰ってほしい。
（聞き手／香川・構成／北村）
ゆいぽーとも参加しています！「ひろしまキッズシティ」

詳しくは HP を！

http://www.h-kidscity.jp/

１０月・１１月・１２月の
催し

ゆいぽーと＆NPO 法人ひろしま女性 NPO センター未来 協働事業

「女性の健康応援講座」（５回連続）※お申込みは１回から可能です。

ストレスによる不調や更年期症状、骨粗しょう症など、女性には様々なからだの変化が起こります。
専門家から基本的な知識や予防対策のための簡単な実技を学び、いきいきと元気な毎日を送りましょう。
※①はストレッチが中心です。動きやすい服装で、適宜飲み物・タオルをご持参ください。

＜対 象＞ 女性 ＜資料代＞各回 500 円（当日）
＜定 員＞ ①のみ３０人 ②～⑤５０人（要申込・先着順）／託児あり（６ヶ月～未就学児・先着６人まで）
内容

ゆいぽーと

No.３

ゆいぽーと通信

☎ ０８２－２４８－３３１２

【法

ゆいぽーとの相談事業

こども室・乳児室（2 階）

2012 年 9 月 25 日 発行
(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。

「
お月見コンサート」

★ゆいぽーとヒトコト情報★ゆいぽーとのコピー料金がお得になりました。１００枚以上では１枚５円です（持ち込み用紙の場合）。チラシ、会報作りにぜひご利用ください。

女性のための面接相談

女性のためのなんでも電話相談

講師

① からだとこころを整えるヒント
～ストレスコントロールとストレッチ～
② 健康長寿は、まず足腰から
～足腰の骨、筋肉の鍛え方教えます～
③ 女性のからだとホルモンのはたらき
～更年期うつや女性特有の病気って？～
④ ひとりで悩まないで！
～尿失禁は予防体操で悩み解決！～
⑤ 脳は語る～脳卒中の前触れを知ろう～

お申込みは

國本 文平
（ダンサー・セラピスト）

米澤 元實
（よねざわ整形外科クリニック院長）

河野 美代子
（河野産婦人科クリニック院長）

中原 恭子
（女性クリニック ラポール院長）

三原 千惠
（日比野病院脳ドック室長）

日時

10/14（日）
10/28（日）
11/11（日）

13:30～
15:30

11/25（日）
12/ 9（日）

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

★ゆいぽーとヒトコト情報★ゆいぽーと３階の掲示板には文化・芸術情報の公演チラシや、利用団体・グループの情報掲示があります。２階フリースペースの情報コーナーとあわせてご覧ください。

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

講座れぽーと①

こころもからだも
リフレッシュ！

イベント・講座カレンダー

ゆいぽーとフィットネス第１期

・「ゆいぽーと川柳」募集

・託児サポーター養成講座

「男女共同参画社会」とは、一人一人の個性を
尊重し、男女が対等な立場であらゆる分野に参画し、
共に責任をにない、個性豊かに充実した人生を送られる
社会のことです。暮らしやすい社会をめざして、ゆいぽーと
川柳を募集します。

ゆいぽーとの主催事業では、子育て中の方にも安心して講座
を受講いただくために「講座託児」を、またゆいぽーとや地域
での活動、就職活動や余暇のために「一時託児」を行っており
ます。このたび、より多くの託児を実施するため、託児サポー
ターを募集します。みなさんも養成講座を受けて活動してみま
せんか？

<テ ー マ> 「育てる」
<募集期間> １０月１日（月）～１１月３０日（金）当日消印有効
<応募方法> はがきでご応募ください。おひとり 1 枚限り・２句まで
（３句以上は無効）。自作・未発表のものに限ります。
郵便番号・住所・名前・電話番号、小・中学生の方は
学校名・学年 もご記入ください。
<選
者> 小・中学生の部
弘兼秀子（広島県川柳協会）
高校生・一般の部 楠山東石子（志麻川柳舎）
<表
彰> ゆいぽーと賞・かがやき賞・ときめき賞 各１点、佳作
２５点
<発
表> ２０１３年２月１日（金）、ゆいぽーとのホームページ上
で発表します。
<主
催> ゆいぽーと・志麻川柳舎
<後
援> ＮＨＫ広島放送局・中国新聞社・広島県川柳協会

<日 時>１０月１２日（金）、１９日（金）、２６日（金）
いずれも１３:３０～１５:３０
※全講座修了者には、修了証を発行します。修了後はゆいぽーとで
活動している「ぴよぴよの会」のメンバーとして、託児サポーター
の活動をすることができます。

<講
<会
<対

師> 石川幸枝さん（元なかよし保育園園長）
場> ゆいぽーと
象> 講座後に託児サポーターとして
活動できる方
<定
員> ２０人（要申込・先着順）
<参 加 費> 無料
<託
児> ６ヶ月～未就学児・先着６人
<申込締切> １０月５日（金）

・平成２４年度 男女共同参画推進員養成講座

男女共同参画推進員とは…

男女共同参画について広く市民の理解を得るため、男女共同参画
男女一人一人の人権が尊重され、対等なパートナーとして責任を分かち合い、
に関する学習の支援をはじめ、地域などでその推進活動を行う。
多様な個性や能力を発揮できる男女共同参画社会をめざし、地域での男女共同
講座修了者は、「男女共同参画推進員」として広島市に登録し、
参画の推進役として活動していただく男女共同参画推進員を養成する講座が
公民館などでの講座の講師など、地域で自主的な活動を行う。
始まります。（今年度の受講生の募集は終了しました）
<日
<内

程>10/13（土）、10/21（日）、10/27（土）の 3 回
容>講座「男女共同参画の現状と広島市の取組」、
「推進員の活動状況紹介」
、演習「男女
共同参画推進委員の役割」
、演習「もっと身近に！男女共同参画を楽しもう！」など
※11 月にはフォローアップ研修（推進員対象）も開講します。詳しくはお問い合わせください。

活動グループ紹介♪コーナー
その③「お悩み解決！」

講師の大滝さやか先生にご寄稿いただきました

「美容と健康のヨガグループ」
「美容と健康のために行っているヨガ」で「フェイスヨガ」な
ども含め、体・心とトータルなビューティー＆ヘルスを目指しま
す。
年齢・性別・体の硬い柔らかい・問わずどなたでもできるスト
レッチがメインのヨガです。簡単なトレーニングですが「気脈」
も勉強し、経絡（けいらく）に沿った体質改善に効果的なヨガで
もあります。
皆さんに「肩こり・腰痛が治った」
「風邪をひきにくくなった」
など言っていただき、初めての方にも「入りやすい」とおっしゃって
いただいております。
会費は月 5 回でも一ヶ月４千円、月 2 回 2 千円～でスタート
できます。どうぞお気軽にご連絡ください！
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

水曜日コース（６/１３～８/２２）：
①レギュラー②コア（体幹）エクササイズ③ＺＵＭＢＡ
木曜日コース（６/１４～８/２３）：④アンチエイジング・エクササイズ
⑤ミドルエイジ・エクササイズ⑥ストレッチ・エクササイズ

講 師：フィットインジャパン株式会社専任インストラクター
上記６コースで今年度の「ゆいぽーとフィットネス」を行っています。
先日第１期が終了しました。
日頃子育てに忙しいお母さんたちは、お子さんをあずけてリラックス。
仕事帰りの女性たちも汗をかいて気分転換。ある人は日頃の運動不足を解
消したいとのこと。目的はさまざま。ダンスやストレッチ、みなさんそれ
ぞれのコースで楽しくエクササイズしていました。
現在第２期を行っています。１１月からは第３期も始まりますので、
みなさまのご参加をお待ちしています。

＜参加者の声＞（アンケートより）
「一人でもできるストレッチですごく為になる。
体が良い方に変化していくのがわかります。とても
良い講座だと思います。
」
「知らない同じ世代の人たちと先生と一体感を持って
楽しめた。体も軽くなった。」

講座れぽーと②

おいしいおすし
ができたかな？

夏休み子ども企画「料理＆工作教室」
日 時：８月２２日（水）１０：３０～１５：３０
講 師：河野克己さん（木工）、平松敦子さん（さき織り）、
香川恭子（料理・ゆいぽーと）
参加したのは広島市内の小学３～６年生２０人。きょうだいや友だちと
一緒に参加した子どももいましたが、多くは初めて出会う者どうし。最初
は緊張していましたが、徐々に打ち解けていきました。
料理は「夏野菜たっぷりちらし寿司」など、工作は「ひのきの小イス」
「さき織り」を作りました。
運営する側としては、子どもたちが怪我をしないかどうか、ちゃんと料
理や工作が時間どおりにできるかどうか、気をもみながらの一日でした
が 、 料 理を 笑顔 で ほ おば る姿 や 、 工作 がで き あ がっ て喜 ぶ 姿 には 、
ほっと癒されたのでした。
しっかり
押さえて…

1 月 休館日 ゆいぽーと川柳受付開始
絵手紙・さきおり
2 火 「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」第2回
3 水 フィットネス
4 木 フィットネス・就労支援相談・法律相談
5 金
6 土
7 日
キッズシティ出店
8 月 休館日 キッズシティ出店
9 火 休館日（祝日の振替）
10 水 フィットネス
11 木 フィットネス・健康相談・法律相談
おやこひろば（おやこで遊ぼう!!）
12 金
託児サポーター養成講座①
13 土 男女共同参画推進員養成講座①
14 日 女性の健康応援講座①
15 月 休館日
16 火
17 水 フィットネス
18 木 フィットネス・就労支援相談
おやこひろば（ママたちのおしゃべり広場）
19 金
託児サポーター養成講座②
20 土
21 日 男女共同参画推進員養成講座②
22 月 休館日
23 火
24 水 フィットネス
25 木 フィットネス・健康相談・こころの相談
お月見コンサート
26 金
託児サポーター養成講座③
27 土 男女共同参画推進員養成講座③
女性の健康応援講座②
28 日
女性9条の会ひろしま 結成6周年記念のつどい
29 月 休館日
30 火
31 水 フィットネス
1 木 フィットネス・就労支援相談・法律相談
2 金
3 土 休館日
4 日
5 月 休館日
6 火
7 水 フィットネス
8 木 フィットネス（第2期終了）・健康相談・法律相談
9 金 おやこひろば（ママたちのおしゃべり広場）
10 土
11 日 女性の健康応援講座③
12 月 休館日
13 火 絵手紙・さきおり
14 水
15 木 就労支援相談
16 金 おやこひろば（親子ヨガ）
17 土
18 日
19 月 休館日
20 火
21 水 フィットネス（第3期開始）
22 木 フィットネス・健康相談・こころの相談
23 金 休館日
24 土
25 日 女性の健康応援講座④
26 月 休館日
27 火
28 水 フィットネス
29 木 フィットネス
30 金 ゆいぽーと川柳受付終了

10 月

11 月

「上向き犬」のポーズで
腰痛・内臓・呼吸器強化♪

さきおりコースター
の完成！

＜参加者の声＞（アンケートより）
「料理、自分で作ったので、楽しくそしておいしかったです。お母さんや
友だちとまた作れればと思ってます。」
「コースターのようなさき織りができて、コップをおくことができるので
よかったです。ひのきのイスはおふろで使ったりできるし、いいにおいが
するのでよかったです。
」

作品拝見！あーと＊くりえいと＊コーナー

「広島タイ交流協会 タイ・カービング教室」
小さなナイフ一本から生まれる華麗な造形。今回取材に
お邪魔したタイ・カービング教室には、スイカの瑞々しい
香りと明るい笑い声があふれていました。
果物、野菜、せっけんに彫刻するタイ・カービングはタ
イ王室で 700 年ほど前に始まった伝統工芸で、専用のナ
イフで花や鳥、植物などのモチーフを彫っていきます。タ
イで技術を習得された講師の川内信枝さんが時折タイ語
も交えながら、やさしく明るく丁寧に指導されます。美し
いものが好きな方なら魅了されること間違いなし。
ゆいぽーとでは第 1・第 3 火曜、木曜に活動されてい
スイカから花が！ ます。11 月 18 日（日）に国際会議場で行われる国際交
流イベントでカービングの展示、体験、実演販売をされる
そうです。ご興味のある方は是非のぞいてみてください。
笑い声の絶えない明るい教室です
（取材・文／北村）

★なんでも電話相談
★面接相談
（法律・就労支援・
健康・こころ）
詳しくは最終ページ

ゆいぽーと４階のちょこっとオアシス

資料室より【開室時間 9：00～20：30】
NEW BOOKS
読書の秋です。新着図書が続々入りましたのでぜひご利用ください。
「祭（まつ）ーリズム 中四国を歩く」小澤康甫著
「置かれた場所で咲きなさい」渡辺和子著
「もっとオンナの病気をお話ししましょ。」井上きみどり著
「夫婦仲の経済学」ポーラ・シューマン、ジェニー・アンダーソン著
「俳句の向こうに昭和が見える」坪内稔典著
「それでも、家族は続く」信田さよ子著
「禅が教えてくれる美しい人をつくる『所作』の基本」枡野俊明著 etc.

