
第 55回 民放労連全国女性のつどい in 熊本 実行委員会
ニュースレター 1号

次号のニュースレターをお楽しみに！

テーマ

熊本地震から立ち上がり、復興にむけて進んでいる熊本。
地震で無残な姿になった熊本城は天守閣を解体し、
再興に向けて工事が進められています。しかしその周辺の石垣は崩れたままです。
今しか見られない貴重な熊本城をぜひ見に来てください。
そして、馬刺し、辛子レンコン、一文字のぐるぐるなど熊本の美味しいものを味わってください。
勉強になった、元気が出た、参加して良かったと思えるつどいになるように準備を進めています。
皆様のご参加、お待ちしています！

　熊本市の慈恵病院に日本で初めて設置された

『こうのとりのゆりかご』。

　ゆりかごの設置に最初から携わり、望まない

妊娠をした女性たちからの“ＳＯＳ”の電話に

２４時間体制で対応してきた。

　現在は慈恵病院を定年退職し、妊娠ＳＯＳ相談

をするほか、全国で性教育等の後援を続けている。

ＳＯＳ相談から見える現代の女性、家族のきずな、

地域のきずなについて講演。

元 慈恵病院 看護部長

田尻由貴子さん

日程

会場

基調講演・講師（予定）

『第５５回　全国女性のつどい㏌熊本』　開催のお知らせ

２０１８年 ６月２３日(土)・２４日(日)
２３日(土)　１３時開会（予定）　 基調講演・分科会・交流会
２４日(日)　見学ツアー（予定）　①熊本地震被災地 ②熊本城

熊本市国際交流会館
（熊本市中央区花畑町４－１８）
http://www.kumamoto-if.or.jp/kcic/

※宿泊は各自で手配をお願い致します。地震復興工事の関係者が多いため、
　熊本市内のホテルは予約が取れにくい状況です。お早目の予約をお願い致します。

熊本市の中心部。
熊本城の目の前です。

第 55回 民放労連全国女性のつどい in 熊本 実行委員会
ニュースレター４号

テーマ

全国女性のつどいまで、あと１ケ月になりました！！！
すでにお申し込み頂いた方、ありがとうございます。

今回は急遽、ハラスメントを考える分科会を追加しました。
申し込みの締切は５月３１日です。

被災地ツアーもご用意していますので、ぜひご参加ください！

日程

会場

『第５５回　全国女性のつどい㏌熊本』

２０１８年 ６月２３日　 ・２４日
２３日  　１３時～
２４日  　

基調講演・分科会・交流会
見学ツアー①熊本地震被災地 ②熊本城

熊本市国際交流会館
（熊本市中央区花畑町 4－18）

http://www.kumamoto-if.or.jp/kcic/
☎096-359-2020

※宿泊は各自で手配をお願い致します。地震復旧工事の関係者が多いため、
　熊本市内のホテルは予約が取れにくい状況です。お早目の予約をお願い致します。

交流会
熊本郷土料理 城見櫓
（熊本市中央区花畑町 1-10）

大阪 約１時間
名古屋 約１時間

福岡 約 30分

http://www.shiromiyagura.com/
☎096-356-1146
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アクセス

申し込み締切迫る!!５月３１日(木)



日程

会場
熊本市の中心部。
熊本城の目の前です。

基調講演・分科会・交流会６月２３日
１２:３０～  受付開始

土

スケジュール （予定）

『第５５回　全国女性のつどい㏌熊本』

　熊本市の慈恵病院に設置された『こうのとりのゆりかご』。
ゆりかごの設置に最初から携わり、望まぬ妊娠をした女性達からの

“ＳＯＳ”の電話に２４時間体制で対応してきた。ＳＯＳ相談から
見える現代の女性、家族のきずな、地域のきずなについて講演。

１３:００～１３:３０  全体会
１３:３０～１５:００  基調講演

１５:３０～１７:３０  分科会

１８:３０～２１:００  交流会【会場：熊本郷土料理 城見櫓】

【会場：熊本市国際交流会館】

1 女性･ママとして今、わたしたちにできること
～東日本大震災･熊本地震の教訓から学ぼう

ママ防災士 柳原志保さん

元 慈恵病院 看護部長 田尻由貴子さん

「ゆりかごから見える
         現代の女性をとりまく環境」

2

3 自分を知って、
もっと元気にイキイキと！

漢方専門医 渡邉賀子さん

4 夢を叶えるライフプラン
ファイナンシャルプランナー

待鳥弘子さん

5 それぞれ違う立場の周りとも分かり合える
自分らしい働き方とは

産業カウンセラー 白梅英子さん

6 ハラスメントの
二次被害を許さない

弁護士 世良洋子さん

７男３女！岸さん一家 信子母さんの子育て術
１０人の子どもの母、７人の孫のばあば

岸  信子さん



熊本地震被災地見学ツアー

ご家族の交流会参加料金について

託児について

お申込み

振込先

問合せ

口座名 :民放労連九地連 全国女性のつどい  銀行名：九州労金
店　番：８２６ 天神支店  口座番号：普通 ６２６４７９６

民放労連九州地連　福岡市中央区長浜1-2-6-302
電　話：☎092-713-7654 MAIL：minpoq@yahoo.co.jp

※原則、ＨＰからお願いします。

ＨＰ上で申込みできない場合
に限りＦＡＸで受け付けます。

※当日キャンセルの場合はキャンセル料を頂く場合があります。

http://www.minpororen.jp/women/ 民放労連女性協ＨＰ
FAX０９２-７１３-７６４５ 九州地方連合会

６月２４日

９:００

全日程参加（交流会含む） 16,000円
全日程参加（交流会含まず）11,000円

11,000円１日目と交流会参加
6,000円１日目のみ参加
10,000円交流会と２日目参加
5,000円２日目のみ参加
5,000円交流会のみ（大人）
2,000円（子供）

5,000円（大人）参加者ご家族

現在、準備作業中です。
ご希望の方は申し込み時に必ず、お知らせください。
詳細はご希望された方にご連絡致します。

2,000円 【小学生以上】
※幼児は無料ですが、食器等を

※対象は生後６ヵ月以上とさせていただきます。

利用する場合は有料となります。

（子供）

国際交流会館付近 集合
ガイドスタート（熊本城＆周辺散策）
ガイド終了
昼食

ランチ終了後、解散

・阿蘇大橋

・南阿蘇鉄道長陽駅

・俵山交流館  萌の里（西原村）

・仮設団地立ち寄り（益城町）【予定】
物産館でお買い物

部分運休中の駅舎内カフェ
・昼食

国際交流会館付近 集合

熊本空港 到着（14：30頃）

JR熊本駅 到着（16：00頃）

① 半日コース
ボランティアガイドによる
熊本城案内＆熊本城周辺散策 【３０名 限定】

バスで被災地をまわるツアー
② 午後までゆっくりコース

日

スケジュール （予定）

『第５５回　全国女性のつどい㏌熊本』

参 加 費

１０:００

１１:００

１２:００

１３:００

１４:００

１５:００

１６:００

１７:００

申し込み締切迫る!!

５月３１日(木)



　黒川温泉をはじめ、有名な温泉どころが
たくさんあります。
阿蘇方面だけではなく、熊本市から１時間
ほどで行ける植木温泉や平山温泉もあり、
トロトロのお湯が楽しめます！

　多くの皆様が「中継点」としてお立ち寄りになるであろう
「福岡･博多」のグルメスポットを、博多女子がオススメさせて頂きます！

全国各地のこだわり＆人気グルメが勢ぞろいしているエリア。「いっぴん通り」とは、「全国屈指の逸品が一堂に
会するストリート」という意味。福岡県民に古くから愛されているグルメは必見です！

※写真はHPより

※写真はHPより

https://www.jrhakatacity.com/deitos/

シロヤ「サニーパン」 シロヤ「オムレット」しらに田「焼きゴマ豆腐」

熊本の温泉

福岡情報

全国屈指の
逸品！！

スイーツ好きにおすすめ！
　福岡はカフェ
　　激戦区！！

麺好き
必見！！

『第５５回　全国女性のつどい㏌熊本』

車で40分

車で1時間 車で2時間

車で1時間半

平山温泉 黒川温泉

車で1時間半

（熊本市内から車で）

人吉温泉

阿蘇内牧温泉植木温泉

ふわふわパンケーキとアップルパイが秀逸♥
福岡髄一の繁華街、天神から一本入った裏通りなので静かな時間を過ごせます。

https://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400104/40044027/

フルーツ好きなら絶対にココ！ボリュームたっぷりのフルーツパフェはまさに「インスタ映え」！

https://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400104/40043138/

九州各地の有名な麺を扱うお店を12店舗集めたエリアで、福岡で知らない人はいない「博多だるま」、アメトークでも
名前があがったことでお馴染み「shinshin」や、「能古うどん」など、とにかく麺好きの方は必見です！

https://fromfukuoka.com/348.html

shinshin 能古うどん

熊本↔福岡 約30分
新幹線

博多駅「いっぴん通り」【博多DEITOS 1階】

博多駅「博多めん街道」

ShellyBeach

PRINCE of the FRUIT


