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I N F O R M AT I O N

菊池広域連合消防本部
定期救命講習
突然のけがや病気など、い
ざというときに大切な命を守
るため、消防署で応急手当を
学んでみませんか。
▼とき・ところ・定員

では手伝いができませんでした。

条例第３条第４項では、「家族が

合志市男女共同参画まちづくり

最近では、男女の性別に関わら

で実現できるよう、まずは自分の

私はこのことがより多くの家庭

自衛官募集

人権擁護委員として昨年４月に
就任しましたが、熊本地震の影響
で５月下旬から活動しています。
約１年活動した中で、中学生の人
権作文や、小・中学生のＳＯＳミ
ニレターの返答文の作成に関わっ
たことが心に残っています。
中学生の人権作文では、熊本地
震後の災害弱者に関する内容が多
くみられ、子どもたちが非常時の
支え合いなどについて真剣に考え
ている事が分かり、とても感動し
ました。また、ＳＯＳミニレターは、
手紙による小・中学生の悩み相談
事業です。自分の気持ちを言葉に
して友達に伝える事の難しさにつ
いて、悩んでいる小学生に数回手
紙を書きました。大人でも気持ち
を相手に伝えるのは難しいのに、
小学生にどうアドバイスしたらい

春号
いのか私もずいぶん悩みました。
また、市内３カ所で行なわれる
人権相談では、相談員としても定
期的に活動し、 月には人権フェ
スティバルにも参加。人権擁護委
員全員で宮沢賢治の「貝の火」を
紙芝居にした作品を人権啓発とし
て発表するなど、さまざまな活動
に携わりました。
私が本市に住居を移して約
年。その間に２人の子どもが小・
中学校を卒業し、それぞれ希望の
学校に進学することができまし
た。子育て中は、子どもの同級生
や保護者の皆さんにお世話にな
り、地域の皆さんにもたくさん助
けていただいたように思います。
現在は子育ても終盤を迎え、今度
は私が少しでも地域の皆さんのお
手伝いができたらと思い、引き受
けた人権擁護委員。活動内容は、
初めに考えていたような簡単なも
のではなく、戸惑うこともありま
したが、任期中は私なりに精いっ
ぱい活動したいと思います。
今後は、法律的な事を中心に勉
強し、少しでも市民の皆さんのお
手伝いができるようにしたいです。

人権よもやま話

定期上級救命講習（午前９時〜午後５時）
とき
ところ
定員
6月21日㈬
西消防署
30人

三つの木の家
青少年ボランティア募集
市内小学４〜６年生を対象
とした「３泊４日通学宿泊研
修」を手伝ってもらう青少年
ボランティアを募集します。
▼とき ６・９・ 月
▼ところ 三つの木の家
▼内容 子どもたちの生活全
般の指導や、野外活動、創
作活動などを行ないます。
※３泊４日のうち１日だけの
参加もできます。
※事前説明会あり。
▼対象 高校生以上
※気持ちが若い人なら何歳で
も登録できます！
▼申込方法 電話申し込み
▼申込期限
５月２日㈫ 午後５時
▼申し込み・問い合わせ先
生涯学習課 生涯学習班
（ヴィーブル）
☎（２４８）５５５５
30人

▼申し込み・問い合わせ先
菊池広域連合消防本部
警防課救急係
☎（２３２）９３４９
平日 午前９時〜午後５時

子どものこと、家事のこと、全て

男女関係なく、互いの協力と社会

結婚・妊娠・出産・子育てがしや

妻任せでした。特に子どもが小さ

の支援の下に、家事・子育て・介

私は合志工業団地などで会社を

い頃は、子どもから目が離せず、

護・その他の家庭生活について、

すい、安心して働ける職場環境の

妻は子育てに専念していました。

家族の一員としての役割を果たす

経営しています。会社を経営して

子どもが学校に行くようになって

こと。また、家庭生活以外の活動

大切さを感じ、自らも実現を目指

からは、妻も会社で経理全般の仕

にも取り組むことができるように

いると、朝早くから夜遅くまで会

事をしていますが、今思うとそれ

協力し合うこと」とうたわれてい

ず、個人の能力に応じて均等な機

できることから取り組んでいきた

ます。

会を与えられることが増え、活躍

役割だったような気がします。

が私ぐらいの年代の男性と女性の

しているところです。

経営者として、企業側として、

ることになりました。

や先進的事例を学習する機会を得

どに参加し、他の企業の取り組み

推進懇話会の委員になり、研修な

協議会からの推薦で男女共同参画

私は、本年度から市企業等連絡

素敵 なパートナー

子ども好きな人を大募集！

いと思います。

☎0968‐24‐2772
菊池分駐所
自衛隊熊本地方協力本部
●申し込み・問い合わせ先

8月  4日㈮

20歳以上で国家免許資格取得
者など
技術空曹

大卒38歳未満の人
技術航空幹部 4月21日㈮
〜5月26日㈮
技術海曹

6月26日㈪
技術海上幹部

医師・歯科医師の免許取得者
7月28日㈮
5月12日㈮

専門の大卒（見込含む）20歳以
上30歳未満の人（薬剤は20歳
以上28歳未満の人）
１次 6月  2日㈮
最終 8月  4日㈮
5月13日㈯
6月13日㈫〜16日㈮
１次
２次
幹部候補生
（歯科 ･ 薬剤科）

20人

格
資
合格発表
日
験
試
受付期間
募集種目

定員
定期普通救命講習（午前９時〜正午）
とき
ところ
4月12日㈬
消防本部
5月31日㈬ （菊陽町大字原水7-1）
西消防署
4月26日㈬
（合志市合生4107-1）
5月10日㈬
北消防署
6月14日㈬ （菊池市赤星2080）

第 １回ふるさと探 訪
まちめぐりバス参加者募集
合志義塾の「カタルパの樹」
のルーツをたどる歴史探訪で
す。徳富記念園、合志義塾跡
を巡り、徳富蘇峰と合志義塾
の創立者の一人である平田一
十のつながりをたどります。
▼とき ５月 日㈬
午前９時〜午後３時 分
▼集合
◦ヴィーブル
（午前９時）
◦御代志市民センター
（午前９時 分）
▼対象 市民（ 人）
※応募者多数の場合、初めて
の参加者を優先して抽選
▼参加費 １、０００円程度
（入館料・昼食代）
▼申込方法 電話申し込み
▼申込期限
５月８日㈪ 午後５時
▼申し込み・問い合わせ先
生涯学習課 生涯学習班
（ヴィーブル）
☎（２４８）５５５５

素敵 な人生
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している女性もたくさんいます。

（くぬぎヶ丘団地）

4月21日㈮
まで

12

こ

ず

か

医科 ･ 歯科幹部

5月5日㈮
まで
幹部候補生
（一般）

佳寿子
となみ

30

社にいて、なかなか家庭内の事ま

はやしだ

【大卒程度】
22歳以上26歳未満の人（20歳
以上22歳未満の人は大卒（見込
含む）
、修士課程修了者など（見
込含む）は28歳未満）
【院卒程度】
修士課程修了者など（見込含む）
で、20歳以上28歳未満の人
人権擁護委員

20
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男女共同参画推進懇話会

6月23日㈮

15

（市企業等連絡協議会）

カタルパの花

１次 6月  2日㈮
２次 海 ･ 空飛行要員のみ
１次 5月13日㈯・14日㈰
（海） 7月  3日㈪
２次 6月13日㈫〜16日㈮
（空） 7月  7日㈮
３次 （海・空飛行要員のみ）
最終
（海） 7月10日㈪〜14日㈮
（陸 ･ 海）
（空） 7月15日㈯〜8月3日㈭
8月  4日㈮
（空） 9月  1日㈮

戸浪

洋一

よういち

林田
委員
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30

