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ＣＯＮＴＥＮＴＳ 
・ 事業レポート  託児サポーター養成講座① 

               あなたとわたしのための元気塾② 

・ アスカーラ 講座・イベント案内 

・ キッズルームでこんにちは 

・ ご存知ですか？「5.14パーセント」  

・ 相談室のご案内 

・ ひとりごと 

・ 今月のアスカーラ 

アスカーラとは 大野城まどかぴあ男女平等推進センターは、平成 25年 4月 6日（土）のリニューアルオープンに伴い、愛称を募集しました。 

アス+スカーラの造語でアスは明日・未来の意味、スカーラはイタリア語で階段やはしごの意味。明日に向かって、みんなで 

1歩ずつ階段を上がっていくように男女平等を推進していきましょうという意味です。これからは、アスカーラと呼んでください。 



■２  男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ 8月号 

 

 

 

 

 

 

 

 大野城まどかぴあでは、まどかぴあ主催の講座・

イベント等に参加される方向けに、満10ヵ月から小

学校就学前までのお子様をお預かりする託児サ

ポーターが活躍されています。託児サポーターは男

女平等推進センターで開講した「託児ボランティア

養成講座」の修了生で、毎年託児に関する研修を受

けたり、託児ルームの飾り付けやおもちゃの定期消

毒も行っています。 

 託児サポーター“ママ・ポケット”会員になるた

めの養成講座（第 1 回）を取材しました。 

 

 

 最初に、大野城まどかぴあ林

田スマ館長から「ボランティア

で活き活きと！」と題したご自

身の生き方から得た教訓を笑い

を混じえて親しみやすく紹介さ

れました。 

 人生には健康、お金、人間関

係、生きがいの 4つの気がかりがあって、中でも人

間関係は宝であり、年齢を重ねるほど「お金持ち」

より「人持ち」の方が幸せですよ。自分の周りに人

という財産を築いていきましょう。 

加齢とは喪失体験の連続である 

巣立った子どもによる空虚感、体力はまだあると

いう現実、人に認められる喜び、これらを何かボラ

ンティアで活動することで自分磨きが出来る。ボラ

ンティアは楽しくなければ続かないし、魅力がなけ

れば続かない。 

 自分の心がOKと言えばとりあえずやってみる。

やってみてイヤだったら、やめれば良い。その上で、

できるコト・し

たくないコト

を選択してい

く。 

 人生百年時

代と言われる昨今、「わが家が良ければ良い」とい

う「利己主義」から、「周りの人も大事」という「利

他的」、つまり、他に対して自分の気持ちを少し分

け与えることが人のことを考えて生きるというこ

とにつながります。ボランティアを通じて「もうひ

とつの場所をもつ」ことで心の入れ替えが出来たり、

心のコントロールが出来ます。体を無理させるのも

楽をさせ過ぎるのも良くないので、まずはワクワク

しながら、さあ第 1 歩を踏み出してみましょう!!と

励まされました。 

 次に、先輩サ

ポーターとの交流

会では「子どもか

ら教えてもらうコ

トが沢山あるし、

自分の健康管理に

も気をつけるよう

になった」とか、「遠くに住んでいる孫との関わり

方のために参考になるし、子どもと関わるのが楽し

い」という意見が聞かれました。 

 まずは自分の心のOKを探してみましょう。 

（情報サポーター 松田 知子） 

 

託児サポーター養成講座 第 1 回 

日にち：6 月 5 日（火） 

講 話：「ボランティアで活き活きと！」 

講師 林田 スマ 

（大野城まどかぴあ館長） 

受講生と託児サポーターとの交流会 

林田スマ 館長 

託児サポーターさん 
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簿記３級講座 共催 
事業 

【対  象】大野城市在住の小学生・中学生 

【応募点数】図画ポスター、標語どちらも 1 人 1点まで（両部門への応募可能） 

【応募期限】9 月 28 日（金）まで 

【提 出 先】公立学校の小中学生は在学の小中学校 

私立学校の小中学生は男女平等推進センター（大野城まどかぴあ 3階） 

【表  彰】大野城市長賞…各 1点  大野城市教育委員会教育長賞…各 1 点 

男女平等推進センター所長賞…各 1 点  アスカーラ賞…各 5点  佳作…各 15 点 

（上記の各賞・佳作に賞状・副賞あり） 

学校賞…全体で 1点 （賞状あり） 

【表 彰 式】平成 31年 3 月 3日（日）  【展示期間】平成 31 年 2月 7 日（木）～3月 5日（火） 

※入賞作品の著作権は主催者に帰属するものとします。     （1 階ギャラリーモール展示予定） 

“パパ時間”充実セミナー 
「子育てには興味あるけどどうすればいいのかわからない」「家事はちょっと苦手だな」と思って 

いる男性の方。勇気を出して子育てや家事に参加する最初の一歩を踏み出してみませんか？ 

きっと人生が豊かになりますよ！ 

講座、イベント等のお申し込み・お問い合わせは 

★男女平等推進センター アスカーラ★ 
〒816-0934大野城市曙町 2丁目 3番 1号   

TEL（092）586-4030  FAX（092）586-4031   

ホームページ http://www.madokapia.or.jp/ 
開館日時/月曜日～金曜日 9 時～19 時   土･日･祝日  9時～17時                   
休 館 日/第 1・3水曜日  年末年始/12月 28日～1月 4 日 

このマークのある講座・イベントは 
託児が利用できます。 
開催日の 1週間前までにお申し込み 
ください。 
・1人 1回 300円の 
託児利用券が必要 

・満 10ヵ月～ 
小学校就学前まで 

回 日時・会場 テーマ・講師 内容 

１ 

10 月7 日 

（日） 
10：00～11：40 
リハーサル室 1（1 階） 

パパのヨガ入門 
～心と体をリセットしよう！～ 

山本 梓 
（ヨガインストラクター、健康運動指導士） 

日々のストレスでお疲れなのに、ついつい

自分を疎かにしがちなパパ！ 

自分を大切にして、心と体のバランスを整

える方法を学んでみませんか？ 

2 

10月14日 

（日） 
10：00～12：00 
調理実習室（2 階） 

パパの家事入門 
～めざせ！アイロンがけと洗濯物たたみの達人～ 

富永 由美 
（整理収納＆家事アドバイザー） 

アイロンなんて怖くない！アイロンがけ

のポイント教えます。 

洗濯物の山をなくせ！ちょっとしたコツ

で「時短」を実現！ 

3 

10月20日 

（土） 
10：00～12：00 
301 会議室（3 階） 

パパのコーチング入門 
 ～子どもの信頼ゲットだぜ！～ 

吉村 伊織 
（WACS代表、日本メンタルヘルス協会 公認心理カウンセラー） 

注意しても聞いてくれない…、褒めたいけ

どなんとなく照れくさい…。子どもへの上

手な伝え方や信頼されるコミュニケーシ

ョン術を学んでみませんか？ 

 
【対象】子育て中の男性（対象者のパートナーも参加 OK） 【定員】20名（先着順） 【受講料】無料 

【持ってくるもの】第 1回：ヨガマットまたはバスタオル（床に敷いても大丈夫なもの）、お水またはお茶 

         第 2回：ハンカチ（タオルハンカチ以外）1 枚、アイロンをかけたいものがあれば 1 点 

アスカーラ「男女共同参画」小中学生図画ポスター・標語コンクール 
これからの社会を担う小中学生に、男女共同参画に関する図画ポスターと標語を募集します。 

自信がある人も、そうでない人も、みんなでチャレンジしてみよう！ 

単回でのご参加も大歓迎！！ 

http://www.madokapia.or.jp/
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＜利用時間＞ 
１０：００～１５：００ 

＜場  所＞ 

まどかぴあ３階 

キッズルーム 

※予約は必要ありません 

※参加料は無料です 

※未就学児が対象です 
 

今月の元気キッズ！ 
 

☀今月のお楽しみ情報☀ 

○ おひざでだっこ「おはなしのへや」 

8月 7、14、21、28日（火）10：30～ 

ぴよぴよ（妊娠中・0歳児）第 1・3火曜 

よちよち（1・2歳児）    第 2・4火曜  

○ お楽しみ会 

8月 2日（木）10：30～ 

担当：大野城子ども劇場 

○毎月第 4 水曜日 10:30～12:00 は、まどかぴ

あの託児でおなじみの託児サポーター“マ

マ・ポケット”の見守りがあります。子ども

の遊ぶ様子を見ながら、子育てのことは勿論

いろんな話に花を咲かせてください。 

共催事業 

は

ま

て

ら 

がる経営戦略の一つといえます。 

厚生労働省では、育児を積極的に

行う男性を応援し、男性の育児と仕

事の両立を推進する「イクメンプロ

ジェクト」を平成22年度から実施し

ています。 

今年度の取り組みとして、「イクメ

ン企業アワード」に「両立支援部門」

「理解促進部門」ができました。「両

立支援部門」では、男性従業員の育

児と仕事の両立を積極的に促進する

企業を表彰しています。育児休業だ

けでなく、配偶者出産休暇など育児

目的休暇制度への取り組みも積極的

に評価されます。また、「理解促進部

門」では、新たに男性が家事・育児

に積極的・日常的に参画することを

促す企業の対外的な活動を表彰しま

す。これらを活用して、企業や個人

の意識が高まり、育児休業取得率が

上がることを期待したいものです。 

男性の育児休業取得率は長期的に

は上昇傾向にあるものの、現状では

5.14％（厚生労働省「平成29年度雇

用均等基本調査」）にとどまってお

り、育児休業をはじめとする両立支

援制度を利用する男性は少ない状況

です。その理由としては、「業務が繁

忙で職場の人手が不足している」「育

児休業を取得しづらい雰囲気であ

る」など職場の要因が理由の上位に

挙げられています。（三菱 UFJ リサー

チ＆コンサルティング「平成29年度

仕事と育児の両立に関する実態把握

のための調査」） 

男性の育児促進は「育児をしたい」

という男性の希望の実現だけでな

く、女性の継続就業や第２子以降の

出産意欲にも良い影響を与える点で

大変重要です。また、企業にとって

もワーク・ライフ・バランスの実現

は、優秀な人材の確保・定着につな 

参考：「平成 29 年度雇用均等基本調査」 

（平成 29 年度・厚生労働省） 
 

キッズルームで 
★こんにちは★ 

ご
存
知 

で
す
か
? 

ななみちゃん（3 才 11 ヶ月） 
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 まだ記憶に新しい熊本地震に続き九州北部豪雨

と九州に暮らす私たちの身近な所で思いもよらな

い災害が続いています。 

いざという時私に何ができるか、どうしたらいい

のかを熊本県益城町在住の講師の体験から教えて

頂きました。 

 

 

 熊本の群発地震の時、高い靴箱が倒れて玄関をふ

さいだ、水槽が割れて水浸しの状態で前に進めない

等逃げる妨げになった物は大きな家具、危険な物は

趣味や好みでおいてある絵や置物のようです。下敷

きになりそうな大きい家具は転倒防止対策をして

いる家は多いと思いますが、食器棚の中の物が割れ

て散乱して通れない、玄関の鏡

が割れて靴がガラスまみれに

なったなど想定外の事が起こ

るのが災害です。二次被害を防

ぐために講師の自宅は住宅

メーカー勤務の経験を活かし

てどこから逃げるか・どこへ逃

げるかと避難動線を考えて出入口は二つ以上確保

してあり、家具は作り付けで腰より高い物は置かな

いそうです。また、外出先・学校or職場・自宅と災

害時の状況別の防災タイムラインを家族で共有し

て自分の身は自分で守る術を子どもに伝えている

のは見習いたいですね。 

“どうすればいい？”の一言に尽きる災害時の不

安に打ち勝つためには日頃の防災意識を高める、自

分の身は自分で守るにはどうすればいいかを考え

る想像力を鍛えることが防災の基本だと思いまし

た。 

 

３つの助とは「自助・公助・共助」です。先ずは

自分の命は自分で守る、自分のことは自分で何とか

する自助が家族を守ることの基本だと思います。次

に公助ですが、行政による救助・支援は職員も被災

者ですし役所も被災してすぐには機能しない場合

もあります。ではどうすればいいのか？それは共助

です。共助とは、町内会や自治会などの小さな地域

コミュニティ単位で、防災のために助け合いをする

ことです。 

震度７の余震の時はＰＴＡ役

員会の最中だった講師は倒れて

来る和室の襖をとっさに足で

蹴って身を守ったそうです。日

頃から訓練をされている先生た

ちの誘導で落ち着いて行動でき

ましたが、家族と離れている時

の不安は計り知れないものが有ります。講師が家族

と共有している防災タイムラインにはお隣へ避

難・公民館に向かうがあります。この「お隣へ避難」

は近所で助け合う共助の基本です。 

コミュニティ形成のために講師は日頃以下のこ

とを心掛けています。 

① 率先して挨拶をする 

② 地域の行事に参加する 

③ ボランティア活動（地区、学校、クラブ） 

講師は状況をプラスにしよ

うと他の地区には避難せずに

自宅を避難所にしました。地

域への炊き出しやＰＴＡの支

援活動を通して学んだ事をい

くつか教えていただいた中で

私が心に残った言葉は“不安

な時に「なんで、どうして」から「何ができる、ど

のようにすれば」と見方を変えてみる”です。落ち

着いてコミュニティの中で私が出来ることを考え

る力も防災意識の一つだと思いました。   

（情報サポーター  森 敏子） 

あなたとわたしのための元気塾 第２回 
経験者に学ぶ！不安に打ち勝つ防災の備え 

日にち：6 月 16 日（土） 

講 師：德丸 宏美さん 

（RiTa iSM 代表） 

德丸 宏美さん 
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相談のご予約・お問合せは・・・ 

０９２－５８６－４０３５ 

    

☆大野城まどかぴあ 相談室のご案内☆ 

 

 

 

 

 

 

8 月の男女平等推進センター 

 

＜編集＞男女平等推進センター 情報サポーター     ＜発行＞大野城まどかぴあ男女平等推進センター アスカーラ 

〒816-0934  福岡県大野城市曙町 2-3-1  ホームページアドレス http://www.madokapia.or.jp/ 

ＴＥＬ／092（586）4030  ＦＡＸ／092（586）4031  相談専用電話／092（586）4035 

 

*ひとりごと* 
 

 私には 5歳と 1 歳半になる二人の姪がいる。 

5歳の長女は優しい内弁慶。長女が 2歳くらいの時、

皆でピクニックに行った。私は持病があり、食前の薬

を飲み私だけ食事をしていないと、長女が何度も弁当

を私の前に持ってくる。訳がわからずいると姉が「食

べれば？と言ってるんだよ」と教えてくれ長女の優し

さに感動し感心した。 

1 歳半の次女はとにかく気が強い。まだ食べ物も離

乳食が多く母親である姉が食べさせるのだが、熱いだ

ろうとフーフーしていると、「早くくれっ！」と言わん

ばかりに離乳食のさじを叩く。腹が立つことがあると

まだ 1歳半なのに足をダンッ！と叩き「地団駄」をふ

む。でも姉の長女が落ち込んでいると長女の肩を抱き

しめて励ますらしい。 

なんだか身内自慢になってしまったが、持病があり

子どもを産めなかった私が子どもの純粋さ、可愛らし

さ、憎らしさを体験できた。二人を産んでくれた姉に

素直に言えなかった「ありがとう」をいつか素直に言

えるといいな…と今思っている。 

（情報サポーター ゴールド） 

http://www.madokapia.or.jp/

