開催レポート
第１回

2021年10月31日（日）10:00〜16:00
会場：くまもと県民交流館パレア（熊本市中央区手取本町8-9）

県内3カ所で実施した
「くまもとWOMENʻS Cafe」
各会場の取り組みと工夫のポイントは以下の通りです。
第2回

2021年11月20日（土）10:00〜16:00
会場：玉名市民会館（熊本県玉名市岩崎152-2）

第 1 回目の相談会は、熊本市で開催

第2回目は、
県北エリア
（玉名市）
で開催

「かしこまった」
「参加しにくい」印象がある相談会の敷居
を下げ、幅広い層の女性に気軽に参加していただける「場づ
くり」を心掛けました。オープンで魅力的な参加体験型ワー
クショップ、カフェブースを展開し、専門家相談は完全個室
で安心して相談できる環境をつくりました。
個別の相談以外でも、カフェスペースでの対話やアロマハ
ンドトリートメントの施術を受けながら、悩みや相談ごとを
話す人も多く、声を聞いてもらえる機会が必要とされている
ことが実感できた相談会となりました。
また、別室では、腸活、バランスボールなど体を整えるワー
クやしごと相談も行いました。

玉名市人権啓発課や教育委員会の協力で市内の学校にチラ
シを配布、コミュニティラジオでのアナウンスのほか、開催
地域で活動する参加団体からの協力もあり、多くの人に事業
周知を行うことができました。
会場はワンフロアでカフェスペースを中心にしたブース配
置とし（託児と相談室のみ別室）
、スタッフとの談話の中で
日ごろの悩みや困っていることを話す人も多く、来場者の滞
在時間が長いイベントとなりました。
参加団体からは「ほかの団体の方や活動されている方と話
す機会になり、今後もつながっていきたいと思いました」と
の感想も聞かれました。

パレア相談会概要

玉名相談会概要

◆相談

◆相談

専門家相談：弁護士相談、臨床心理士相談
相談：一般相談、ひとり親家庭相談、キャリア支援・仕事相談
◆ワークショップ参加団体
フラワーアレンジメント:NPO法人ブライトパル熊本
親子で楽しむアートセラピー :ヒカリノアトリエ
腸活:一般社団法人スーパーウーマンプロジェクト
バランスボール:トランポリンスタジオRAFiT
アロマハンドトリートメント:Eight Fairies
◆写真撮影 はちどりPHOTO ◆カフェ 子ども食堂たけちゃんち
◆協力 ルーテル学院大学(サポートスタッフ)、
肥後花市場
（お花のプレゼント）
、
ベビーシッターハーもニー（託児）
◆来場者 入場者：145名、相談：36名、託児：5名

相談会のポイント

優しく温かな雰囲気づくり

ココロとカラダを “ほっ” とゆるめて、相談事や悩み、言葉にならないモヤモヤした思
いを吐き出せるようリラックス＆リフレッシュできる空間づくりを工夫しました。

★来場者へのお花
のプレゼント！
事業に賛同いただ
いた肥後花市場から
の提供で来場者先着
50名にお花をプレゼ
ント。カフェスペース
にも花をあしらい、明
るくウェルカムな雰
囲気をつくりました。
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専門家相談：弁護士相談、臨床心理士相談
相談：一般相談、ひとり親家庭相談、キャリア支援・仕事相談
◆ワークショップ参加団体
フラワーアレンジメント：NPO法人 ブライトパル熊本
WS色から見える
「わたしらしさ」
：NPO法人 こころのサポートセンター・ウィズ
キッズコーナー・パステルアート：熊本転入ママの会くまてん
バランスボール：GRAND PARK
アロマハンドトリートメント：アロマテラピーサロン 山帰来、ヒーリングサロンchika
◆写真撮影 坂本和代フォトスタジオ
◆カフェ キッチンるぱ
◆協力 九州看護福祉大学
（サポートスタッフ）
、
熊本県ひとり親家庭福祉協議会
（託児）
◆来場者 入場者：120名、相談：54名、託児：5名

周知・告知のポイント 地域団体・行政との連携、来場者以外への周知
開催地域行政担当課（男女共同参画課）の協力で、教育委員会や福祉課など他部署からの
周知・協力を得ることができました。

★アロマの香りでリラックス空間に！

★事前周知に相談カードと生理用品を添えて配布

★会場案内

ワークショップ参加の団体のアイデア
で、来場者をアロマの香りでお出迎え。香
りの効果は高く、来場者も「いい香り〜」
と笑顔で深呼吸する姿が見られました。

当日来場できない人へも
相談窓口があることを知っ
ていただけるよう相談カー
ドを生理用品に添えてチラ
シ を 配 布 す る な ど、相 談 に
つながる工夫をしました。
この案内セットは各参加
団 体 に も 配 布 し、参 加 団 体
を通じた人から人への周知
も行うことができました。

どこで何があっているのか分かりやすい
よう、会場の外にものぼりを立て目印にし
たほか、会場内にはポスターを掲示。統一
感ある会場案内図やブース案内を作成し、
安心して来場いただける工夫をしました。

★会場ＢＧＭを用意

ワークショップ、
カフェスペースでは、
相談や打ち明け話をする人がいることも
想定して、
周囲の声が気にならない音量の
BGMを用意しました。
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第3回

2021年12月11日（土）10:00〜16:00
会場：桜十字ホールやつしろ（熊本県やつしろハーモニーホール）
第3回目は、県南エリア
（八代市）
で開催

会場が大きな会館ということもあり当日エントランスでは
地元の物産を扱うマルシェも行われており、
のぼりやチラシ
を見て興味を持ち参加してくださる方も多く見られました。
当相談会では、
地域で長年活動を続けている女性支援団体が
ハブとなったネットワークが生かされ、
癒やしやリフレッシュ、
アート作品づくりを通して対話とつながりを創る団体など
が参加。各団体から広く当事業を周知・案内できたことで、0
歳から80歳まで多世代が集う温かなイベントとなりました。
専門家相談やワークショップでの相談のほか、
カフェス
ペースでの相談が多かったのも特徴的で、
「人と会ったり、
話
したり、
体を動かすことがとても楽しく、
リフレッシュできま
した」
という来場者の声もありました。

第4回

2022年1月22日（土）13:00〜16:00
オンライン相談会のみ実施
第4回目は、
オンライン開催

4 回目の「くまもと WOMEN ʻs Cafe」は、新型コロウィルス感染
症の拡大に伴い、県内にまん延防止等重点措置が発令されたため、
対面イベント・ワークショップは中止し、オンライン相談会のみ開
催となりました。
事前の告知・準備については、地域の子育て支援 NPO や市民活動
団体との協力・連携で広く女性相談機会の周知ができました。中止
決定後には「参加をとても楽しみにしていた」
「またいつか実施して
ほしい」などの声が寄せられ、女性のための相談会のニーズの高さ、
リフレッシュできる機会が求められていることを実感しました。
参加者：臨床心理士相談

◆会場
◆相談

天草市複合施設ここらす（熊本県天草市浄南町4-15）
専門家相談：弁護士相談、臨床心理士相談
相談：一般相談、
ひとり親家庭相談、
キャリア支援・仕事相談、
子育て相談
◆ワークショップ参加団体
フラワーアレンジメント：NPO法人ブライトパル熊本
みつろうラップワークショップ：moo maman
腸活：一般社団法人スーパーウーマンプロジェクト
ベビーマッサージ：NPO法人 子育てネットワークわ・わ・わ
親子ワークショップ：たからじま保育園、チェア（椅子）ヨガ：ANANDA魔女の自然療法院

八代相談会概要
◆相談

専門家相談：弁護士相談、臨床心理士相談
相談：一般相談、ひとり親家庭相談、キャリア支援・仕事相談
◆ワークショップ参加団体
フラワーアレンジメント:NPO法人ブライトパル熊本
親と子の心の架け橋:ひだまりの家･サンポミチ
アロマカードセラピー :ひかり∞くじら
太極拳入門:千丁ウィミンズネットワーク
イ草リースのワークショップ:手づくりの会「藺・えるぶ」
親子でつくるまつぼっくりクリスマスツリー :熊本転入ママの会くまてん
アロマハンドトリートメント:まだ名前のない秘密のサロン、Le Coeur rie
◆写真撮影 坂本和代フォトスタジオ
◆カフェ 千丁ウィミンズネットワーク
◆協力 崇城大学、
熊本学園大学
（サポートスタッフ）
、
中九州短期大学
（託児）
◆来場者 入場者：170名、相談：82名、託児：0名

運営のポイント

With コロナ時代の運営

オンライン活用前提の準備・対応で、より柔軟な事業企画・実施が可能になりました。

★オンライン対応

★参加団体振り返り会で情報共有

オンライン対応により、場所のみなら
ず仕事や家事等の事情を抱える各地の女
性リーダーとの情報共有が可能となりま
した。結果、効率的に各地開催の連携を
進めることができました。
また、まん延防止等重点措置中で、残
念ながら天草会場の現地開催は中止とな
りましたがオ
ンライン相談
会を実施する
ことができま
した。

毎回のイベント終了後、学生を含め参加団体との情
報共有と今後の連携を目的に振り返り会を実施しまし
た。当日会場では伝えらなかったことや感じたことを
共有することで、事業の意義や目的を明確にし、参加
者の声をきめ細やかに拾い上げながら事業を進めてい
くことができました。
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2名

天草相談会（予定）概要

アロマハンドトリートメント：タイ伝統古式マッサージNuaRati、まだ名前のない秘密のサロン
◆写真撮影 坂本和代フォトスタジオ ◆カフェ Gen coffee

安心・安全なイベントづくりのポイント
新型コロナウイルス感染症に対応し、
スタッフの健康状態確認や会場換気等を
徹底し
《安全な環境》
の中で子ども一緒でも気を使わなくてよい、
居心地のよい
《安
心感のある》
会場づくりに努めました

★子ども連れでも参加しやすい工夫
地域の子育て支援団体や看護・保育系大学、地域母子
会との連携で託児スペース（おむつ替え＆授乳にも利
用）や、子どもたちがくつろいで過ごせるキッズスペー
スを確保しました。

相談会での相談件数
相談はすべて無料・予約なしでOK
というスタイルで実施しました。
（専
門家相談のみ事前予約受付も可能）。
カフェスペースでの何気ない会話
や相談員の声掛けからの個別相談と
いう流れやワークショップブースで
の相談も多く、話を聞いてくれる人・
場所の重要さを実感しました。

相談件数（合計174件）
2.3％ 3.4％
4.6％

★新型コロナウイルス感染症に対応した設営
会場入り口での検温、消毒、マスク利用や換気などの
徹底に加え、参加者のヘルスチェック、入室時間の記録
などを行い、安心・安全に考慮した設営・運営を行いま
した。
「相談会」ということもあり参加者の
氏名や住所等個人情報の記入は難しい
と考えていましたが、ヘルスチェックを
兼ねることで、参加者情報を適切に収集
することができました。

9.2％
10.3％
70.1％

●弁護士相談 ●臨床心理士相談
●ひとり親家庭相談 ●一般相談
●ワークショップ・会場ブースでの相談
●就職・転職相談
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1人で子育てしてるママ、
プレシングルマザーを応援
ソーシャルリース
Member

シンママ
熊本
応援団
DATE

シンママ熊本応援団
【電話】096-273-6330
【住所】熊本県菊池郡菊陽町
武蔵ケ丘 2-8-1
尚絅大学武蔵ケ丘キャンパス
尚絅子育て研究センター
代表 増渕 千保美さん

熊本地震後、
生活や将来に不安を抱えるシングルマザー家庭に、
生活支援や
食を通じてつながる“場”づくりからスタートしました。
現在は月1回の生活応
援物資の配布やイベントのほか、
行政窓口などへの同行支援を行っています。
＜取り組んだ事業＞

子育て応援

おおきな木

子育て応援おおきな木

Twitter や Facebook
などでも情報発信中

【住所】
熊本県上益城郡益城町木山 236
理事長 木村由美子さん
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＜取り組んだ事業＞

シンママ＆キッズ ハピフルプロジェクト

ITスキル＆コミュニケーション力UP

活動を応援してくれるボランティアや団体、
応援団メンバーのママたちが
リーダー、
講師となり、
企画＆運営する
「シンママ＆キッズ ハピフルプロジェ
クト」
に取り組みました。
学生ボランティアは野外バーベキュー、
いつも応援
してくださるまみさんは野外食堂を、
ヨガ講師のメンバーやハンドメイド作
家のママがリフレッシュタイムを提供。
いつもと違う環境での活動・交流を通して、
新たなメンバーの加入にもつな
がりました。
今後もメンバーがお互いをサポートしながら一緒に成長し、
心を
開いて認め合える活動を広げていきます。

地域間での交流の場を増やし、
健全な子育てを応援
子どもたちの健やかな成長と地域間交流の機会を提供することを目的に
2011年に設立しました。
子育て支援拠点
「つどいの広場とんとん」
や
「ファミ
リー・サポート・センター」
の運営のほか、
親子に役立つ事業を展開しています。
＜取り組んだ事業＞

母子手帳から入園までのあんしんBOOK作成プロジェクト
【ホームページ】
https://big-t2011.wixsite.
com/website

「はあもにいウィメンズカレッジ」
で男女共同参画を学んだ受講者のコミュニ
ティとして2019年に設立。
多種多様なスキルや経験を持つメンバーが、
女性として
豊かに過ごすための学びと交流を目的としたワークショップを展開しています。

ミモザの輪〜ソーシャル・サポート・ワークショップ〜

子育てに役立つママ目線の情報発信

DATE

ミモザ塾

社会や企業のリーダーとなる女性人材の発掘と育成

親子で楽しむ野外活動＆交流会、
ママの休息時間も

実施日
2021年12月12日
【野外バーベキュー】
（参加者 10世帯 25名）
2021年12月19日、1月16日、
2月20日【野外食堂】
（参加者40〜45名）
【リンパ＆マッサージ】
（参加者6名）、
【子どもクリスマス会】
（参加者 15世帯 40名）
★新メンバーの面談・個別相談対応（18名）
2022年1月20日
【ハンドメイドワークショップ】
（参加者20名）

ソーシャルリース
Member

ソーシャルリース
Member

長年地域で子育て支援活動をする中で、
「幼稚園・保育
園の選び方分からない」
というママたちの声に応えて、
益城町の幼稚園・保育所
（園）
のことが１冊で分かる入園
ガイドブック
「みぃつけた！」
を発行。
続けて、
11月には
熊本地震の体験者が減り、
家庭での防災意識も薄れてき
ていることに危機感を感じ、
防災の備えや注意点、
子ど
もを守る避難方法などを紹介した小さな子どもを持つ
家庭向けの防災ハンドブック
「はじめの一歩」
を発行。
今
回のプロジェクトでは、
入園ガイドブック
「みぃつけた」
を改訂し、
母子手帳をもらった時からのさまざまな情報
を掲載した改訂版作成に取り組みました。
これからも子
どもや女性の視点にたった支援活動を続けます。

実施日
2021年12月
入園ガイドブック
【みぃつけた！】
の改訂

DATE

ミモザ塾
【ホームページ】
https://mimoza-kumamoto.com/
【メール】
info@mimoza-kumamoto.com
Instagram や Facebook
などでも情報発信中

「明日○○かもよ？」
と銘打ったワークショップでは、
「悔いのない生き方を
してますか？」
と 未来の自分 から 今の自分 に語り掛ける手法を用いて、
現
在の自分と向き合う時間を設けました。
「ITスキルアップ講座」
は転職や起業、
法人化などを目指す参加者等で満席。
「定期的に開催してほしい」
「疑問につい
て解決できた」
などの声が聞かれました。
後日希望者には、
LINE電話やZoomで
個別支援や話を聞くオンライン茶話会を実施。
女性リーダーの育成につながる
ことを願っています。
実施日
2021年12月19日
【明日○○かもよ？】
（参加者7名）
2022年1月31日
【ITスキルアップ講座】
（参加者20名）
2022年2月23日
【自分の時間】
ワークショップ他

執行部 皆川由貴子さん

「ソーシャルリースプロジェクト」
事業から見えてきたこと
本事業では、
6団体への活動資金の助成に加えて、
「ソー
シャルリースカフェ」を通した団体の相互交流や課題の
共有、活動サポート体制が生まれ、
「支援団体同士のつな
がりや支えあいの関係性づくり」を構築できました。

１．
分野を超えたつながり

２．
顔の見える関係

３．
オンラインの活用

各地に点在している活動分野

女性リーダー同士が、
本音で安

各団体が集まる
「ソ ー シ ャ ル

（ひとり親支援・子育て支援・就労

心して話ができる場づくりに努

リースカフェ」
は、
当事者に近い

支援・ITスキル・ダブルケア等）
の

めたことが、
支援者側の悩みを共

女性リーダー・スタッフが家事・

異なる団体が一堂に会すること

有できる貴重な場となり、
いざと

育児・介護・仕事を抱えながら活

で、
多様な視点での支援の在り方

いうときに頼れる
「顔の見える関

動するケースも多く、
リアルとオ

や自団体の活動を振り返る好機

係性」
づくりにつながりました。

ンラインを併用。
IT技術が生かさ

また冊子づくりの実践を通し

れる実践例となりました。
時間や

ま た、
行政や地域の農業従事

た中での学びと同時に、
支援者自

移動距離のハードルを下げ、
女性

者、
大学生などとの、
分野を超え

身の心身のケアへの配慮や、
時勢

の支援や社会参画をより身近な

た連携による相乗効果も見えて

に合わせた研修の重要性が感じ

ものとするためにも、
IT スキルの

きました。

られました。

向上の必要性が見えてきました。

となりました。
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皆さんの周りに、このような人はいませんか？
＜熊本県女性のための相談機関、相談窓口一覧＞

皆さんの周りにはいろんな悩みを抱えた人がいます。それを表に出せる人もい
れば、出せずに窮地に立たされている人もたくさんいます。少しでも気になる人
がいたら、なるべく早く適切な支援機関につなぐことが大切です。

妊娠、出産について
悩んでいる人

辛い気持ちを聞いてほしい、
情報がほしい
など

＜相談機関一覧＞
■女性のための一般相談窓口
1 熊本県女性相談センター
（女性相談）
電話相談：平日／ 8時30分〜17時15分

☎096-381-4454

2 熊本県男女共同参画相談室らいふ
月・木・金・土曜／ 9時30分〜16時
火曜／ 9時30分〜19時30分

☎096-333-2666

（土曜のみ ☎096-355-2223）

■女性が抱えるさまざまな問題に関する窓口
（母子・父子自立支援員が対応）
3 熊本県各福祉事務所 等
月〜木曜／ 9時〜16時

16

望まない妊娠をしてしまった
妊娠したけれど育てる自信がない
など

自立へ向けた
支援について
知りたい人

どうしようか
悩んでいる人

金曜／ 9時〜15時

仕事を確保したい
当面の生活資金を確保したい
子育ての不安を解消したい
など

夫が近寄らないようにしたい
一時的にでも安全なところに逃げたい
暴力を受けているので緊急避難したい

☎0965-33-3296

・芦北福祉事務所……

☎0966-82-2128

（DV・ストーカー・セクハラなど）

・球磨福祉事務所……

☎0966-22-1040

・天草福祉事務所……

☎0969-22-4241

6 熊本県女性相談センター
（DV 専用）

・宇城福祉事務所……… ☎0964-32-2416
・上益城福祉事務所…… ☎096-282-0215
・鹿本地域振興局総務福祉課…………………
………………………… ☎0968-48-1202

■熊本市相談窓口
4 熊本市男女共同参画課相談室
（予約専用）

☎096-352-2587

5 熊本市各区役所福祉課

・中央区福祉課福祉相談支援センター………
………………………… ☎096-328-2301
・東区福祉課 福祉相談班…☎096-367-9127

離婚についての情報を知りたい
弁護士に相談したい など

安全を確保したい・安全なところに逃げたい人

・八代福祉事務所……

平日／ 10時〜16時

離婚したい人

■県内の主な相談窓口

☎096-381-7110

7 熊本県警察本部警察安全相談室

ストーカーに関する相談をしたい
DV等に関する情報がほしい
親から暴力を受けている など

【電話相談】
こころの健康相談統一ダイヤル ☎0570-064-556
相談対応の曜日･時間は自治体によって異なります

よりそいホットライン………… ☎0120-279-338
24時間対応

8 性暴力被害者のためのサポートセンター

いのちの電話… 毎日 10時〜22時 ☎0570-783-556
毎日 16時〜21時、毎月10日20時〜翌日8時 ☎0120-783-556
チャイルドライン……………… ☎0120-99-7777

9 性被害相談電話
（熊本県警察本部）

自殺対策支援センターライフリンク

☎096-383-9110 または #9110

ゆあさいどくまもと

#8891

☎0120-8343-81
または☎096-384-1254
または #8103

10 熊本労働局 雇用環境・均等室

職場のハラスメントに関する相談
☎096-352-3865

11 熊本県女性相談センター

・玉名福祉事務所…… ☎0968-74-2118

・西区福祉課 福祉相談班…☎096-329-5403

・菊池福祉事務所…… ☎0968-25-0689

・南区福祉課 福祉相談班…☎096-357-4129

（妊娠・出産に関すること）
☎096-381-4340

・阿蘇福祉事務所…… ☎0967-24-9037

・北区福祉課 福祉相談班…☎096-272-1118

※相談日・受付時間は各機関にお問合せください

毎日 16時〜21時

NPO 法人

LINE

チャット

NPO 法人

BOND プロジェクト
LINE

NPO 法人

あなたのいばしょ
チャット

NPO 法人

くまもと相談所
HP

★どこに相談したらいいか分からない時
支援情報検索サイト ※地域別・方法別・悩み別に相談窓口を検索できます
http:/shienjoho.go.jp/
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