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    「はもりあ四日市」が開設１５年を迎えました！ 
                           
 「はもりあ四日市」は、平成８年８月１日に本町プラザ３階に「女性センター」として開設しました。平成１８

年４月１日に「四日市市男女共同参画推進条例」を施行し、同時に名称を「女性センター」から「男女共同参画セ

ンター」へと改称しました。また、愛称の「はもりあ四日市」は、この年の１０月に公募により決定したものです。 

今年は、前身である「女性センター」開設から１５年、また、条例制定から５年にあたります。これを記念して、 

『今、ここからの男女共同参画 はもりあ四日市 １５周年おめでとう！そして未来へ』
をキャッチフレーズに、８月２７日（土）～９月４日（日）〔８月２９日（月）は休館〕の期間で、市民との協働に

よる記念事業を開催します。 

 魅力いっぱいの内容です。ぜひ、ご来場ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「はもりあ」とは造語で、女性と男性の協

働という素敵な“ハーモニー”が奏でられる

“中核エリア”という意味です。 

２00６年 10 月に公募で決定した男女共同

参画センターの愛称です。 

四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」では、①学習・人材育成、②情報提供・収集、③支援・
交流、④相談、⑤調査・研修の５つの機能を基に、男女共同参画社会の実現を目指して、さまざまな事業を行
っています。講座や映画祭などの情報は、この情報紙「はもりあ」（毎月発行）のほか、「はもりあ四日市」の
ホームページや広報よっかいちでご紹介しています。 
広報よっかいち８月上旬号の「市政ほっとらいん」にも記事を掲載しています。見てね♪ 
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                          ＮＰＯ法人 神戸まちづくり研究所副理事長 
 
 
 
                          もりおか女性センター・センター長 
                          ＮＰＯ法人 参画プランニング・いわて副理事長 
 
 
 
                          四日市市危機管理室長 

３月の東日本大震災からはや数ヶ月。 

災害対策や復興支援には、男女共同参画の視点

に立ったきめ細やかな対策が必要です。 

今回は、ジェンダーの視点でのまちづくりの 

必要性について考えます。 

日時 ９月４日（日）13：30～15：45 

会場 本町プラザ１階ホール 

定員 １００名 

申込 Ｅメール・ＦＡＸ・電話で、住所・

名前・電話番号・託児希望の場合は

お子さんの名前（ふりがな）・年齢

をお知らせください。 

託児締切 ８月２８日（日） 



絵本とうたで深める親子（パパと子）の絆 
師西村直人さん（NPOえほんうた・あそびうた代表） 

時 13:00～1５:00 所１Ｆホール  

定 30人       申不要 

【Ｈａｐｐｙ よか パパ】 

 

 

●場所 ３Fミーティングフロア  
 
 
 
 
 
各グループがどんな活動をしているのかお互いに知る 
よい機会にしたいと思い、普段の活動内容の紹介等の 
展示を行います。 
 
 
 

 
はもりあ四日市の”15年間のあゆみ”とさんかくカレッジ 
などの事業紹介の展示を行います。 

助産婦＆笑顔ｾﾗﾋﾟｽﾄと心と体のﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ 

時 10:30～12:00 所 2Ｆ和室  

定 15組(１歳未満のお子さんとペア) 

持バスタオル    申要（先着順） 

【子育て＆自分育てクラブ にっこりんご】

筋肉を鍛える 貯筋体操 

時 10:00～12:30 所 5Ｆ第3会議室 

定 40人      申不要  

持 500ml ペットボトル２本・バスタオル 

【まんなか】  
 

●場所 1F ホール・３Fミーティングフロア  
 
手作り品を通して、 

 

 

 

そんな夢がいっぱいつまったチャレンジショップを 

のぞいてみませんか？    

 

          8 月28 日（日） 
                      9 月   3 日（土） 

       10:00～16:00 

●バッグ ●プリザーブドフラワー ●ビーズアクセサリー 

●ニット小物 ●布小物 ●人形 ●グラスアート ●マッサージ

●ネイルアート など（開催日によって出店内容は異なります） 

「つみき」子育てＱ－ＢＵ「キコロ」で遊ぶ 

師影山智康さん（ｷｺﾛの生みの親で一級建築士） 

時 14:00～16:30 所３Ｆこどものへや 

定 30人      申要（先着順） 

【ＮＰＯ幸せな家庭環境をつくる会】 

夏休み子どもさんかく～親子でパンづくり～   

時 13:00～16:30  所３Ｆ調理室  

定 12組 24名   費 1組 500円 

対小学生と保護者  申要（先着順） 

【四日市友の会】 

親子工作教室「カライドサイクルをつくろう！」 

時 10:00～12:00 所 2Ｆ第1会議室  

定親子で20組   対小学生と保護者 

申要（先着順） 

【四日市おもちゃ病院】 

子どもと絵本のひろば 

絵本のよみきかせを中心にしたおはなし会 

時 10:30～ 11:30～ 13:30～  申 不要 

所 3Ｆ図書コーナー  

【Ｃａｎ】 

自殺予防と傾聴 

師蒔田勝義さん（鈴鹿医療科学大学保健衛生学部准教授）

時 13:00～15:00 所２Ｆ第１会議室 

定７０人      申不要 

【傾聴同好会】 

     

                                  

                       
    

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

                                    

  

  

 

     

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                

 

 

 

8月 27日（土）～9月 4日（日）
     ９：００～２１：００ 
         ※ ８月２９日（月）のみ休館 

  はもりあ四日市映画の夕べ 「おにぎり」 
 時 18:30～20:3５ 

所 3Ｆミーティングフロア 

 定３０人     申要（先着順） 

       【はもりあ四日市】 

～やさしいフォークダンス～ 

楽しく踊ってシェイプアップ！ 

時 10:00～11:30 所 1Ｆホール  

定 60人       申不要 

【スローステップ ゆりかもめ】 

米粒料理で健康応援！ 

時 10:00～13:00 所 3Ｆ調理室  

定 12人      費 1000円  

申要（先着順）   持エプロン 

【穀物料理提案 素輪花】 

楽に 楽しく ストレッチヨガ 

時 13:30～15:00 所 2Ｆ和室  

定 15人      申要（先着順） 

 持大判バスタオル・お茶などの飲料水 

【楽ヨガ】 

『リハーサルのない人生をどう生きていきますか』

師田中正人さん（ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ＆ｾﾗﾋﾟｰｿｳﾙﾒｲﾄ） 

時 13:30～15:00 所 2Ｆ第1会議室 

定 75人      申不要 

【シーズネット三重】 

体験学習で学ぶ 

”コミュニケーションって何だろう” 

時 13:00～16:30 所 2Ｆ第1会議室  

定 12人      申要（先着順） 

【Ｃｏｍｍｕ－Ｌａｂ（コミュ・ラボ）】 

フレンテトーク｢男女共同参画のまちづくり｣

師柏木はるみさん（フレンテみえ所長） 

時 1０:00～1１:３0 所２Ｆ第１会議室 

定４０人        申不要 

      【フレンテみえ】 

映画に見る女性と労働 

師熊沢誠さん（甲南大学名誉教授） 

時 13:30～15:30 所５Ｆ第３会議室  

定 30人      申要（先着順） 

【NPO法人四日市男女共同参画研究所】 

「男女共同参画めがね」で見るテレビＣＭ 

 師小川真知子さん（NPO法人 SEAN理事長）

 時 14:00～16:00  所２F第１会議室 

 定４０人       申不要 

【はもりあ四日市】 

男女共同参画 

子育て支援 

健康 

自分磨き 

 

時 10:00～12:00 所１Ｆホール 

    定 70人      申要（先着順） 

 

 

 

各グループからワークショップの   

見所を紹介します 

 

2007 年 7 月に「非正規職保護法」が施行され

るのを前に、ソウルにある巨大マーケットで非正

規の女性レジ係を全員解雇し、外注化を図ろうと

した。これに怒った女性たちが、510 日間スー

パーマーケットを占拠して闘う姿をリアルに 

描いた作品 

 

 
ワークショップの問い合わせ・申込はTEL・FAX・Eﾒｰﾙで！

８月１３日（土）から受付開始 

はもりあ四日市（本町９－８ 本町プラザ３Ｆ） 

TEL：０５９－３５４－８３３１（日・月曜日は休館）

FAX：０５９－３５４－８３３９ 

Eメール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp 



 

 

 

８月１４日(日) 『ソワマルシェ vol. 2』～小さなテーブルフリマ～ アトリエソワでの満月カフェ

とコラボした小さなテーブルの上の手作り作品展。ヘアグッズ、ガラスビーズアクセサリ

ー、革・布小物、お菓子などを販売します。きっとお気に入りが見つかるはず！ 

満月にパワーアップグッズを探しに来てください♪ 

         時 11：00～15：00 所Ａtelier soi（アトリエソワ）（諏訪町6－11－102） 

         問シューフルール 小松（TEL354-3083） 

 

８月２９日(月)～『傾聴ボランティア養成講座』 「傾聴」というコミュニケーション技法に興味のあ

る方を対象に、ボランティア活動をする上で必要な技術・知識を身につける 3 日間の連続

講座です。 

時 2９日（月）9：45～15：00、 30日（火）～3１日（水）10：00～15：00 

        所小山田温泉地域交流ホーム2階 ぴあおやまだホール（山田町5570－4） 

 定 100 名 師開発道代さん（傾聴同好会）ほか 料 500 円（資料代） 他 3 日間の講

座全てに参加された方は、修了書を発行いたします。 申・問 8月12日（金）締切 

 四日市南地域包括支援センター 中島・奥山（TEL328-2618／FAX328-2980） 

登録グループイベント情報 

 
 
 ひとりで悩んではいませんか？ 

「はもりあ四日市」では、「自分自身の生き方」「夫婦のこと」「男女のこと」「離婚のこと」「家族のこと」 

「夫や恋人からの暴力のこと」「職場の人間関係」など、さまざまな女性の悩みを、専門の女性相談員があなた

と一緒に考えます。 

 相談には、電話相談と面接相談があります。また、面接相談において弁護士相談が必要と判断された場合は、

女性の弁護士による法律相談も行っています。 

 

相 談 日  火曜日から土曜日（祝日は除く） 

相談時間  9:00～12:00、13:00～16:00 

電  話  ３５４－８３３５ 

そ の 他  面接相談は予約制です。まずは、お電話ください。 


