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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。 

 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

・ 事業レポート   大野城市男女共生講座② 

育休ママ＆パパの仕事復帰セミナー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？「13.8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 

「内閣府男女共同参画局 平成 30年度 女性に対する暴力をなくす運動ポスター」 
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 人は１日3回の食事をします。1年間で1,095回。

日本人の平均寿命が男性は 80.79 歳、女性は 87.05

歳なので一生で約 91,900 回以上の食事をする事に

なります。こんなに食べるんです。ならば、美味し

い物、好きな物をたくさん食べたいですよね。でも、

雑に食事をした結果、健康を害してしまったり寿命

を縮めてしまう事もあり得ます。 

『「適材適食」～あなたに合った食べものをあな

たに合った食べ方で～』をテーマに講演会が開かれ

ました。「健康になるコツ」ではなく「健康になっ

ちゃうコツ」とちょっとゆるい感じで始まりました。

血圧を下げる効果がある食べものは？ 油を減らす

調理方法は？ 適正な体重にするには？ など4つの

選択肢から直感で選ぶクイズからスタート。聴くだ

けでなくパワーポイントを使って視覚から情報が

得られとても和やかな雰囲気の講演会でした。私た

ちの体にある NK 細胞は笑うことで活性化し、ガン

細胞をやっつけます。笑って過ごす事ってとっても

大切なんですね。 

 

 

 こんにちは！ 私はトマトで

す。野菜ソムリエ上級プロ（九

州では 5 人しかこの資格を

持っている人はいないんで

すって！）、管理栄養士、健康

運動指導士など多くの資格を

持つ本日の講師、小園亜由美さ

んが個人的に紹介してくださ

いました！ 赤くて丸くて夏野菜の代表選手の私の

事をちょっとお話しします。赤色ですが緑黄色野菜

です。緑色や黄色だけでなく鮮やかな色の野菜を緑

黄色野菜といいます。βカロテンを豊富に含み有害

な活性酸素の働きを抑え、強い抗酸化作用がありま

す。簡単に言うとしみ、しわ、ガン、心筋梗塞など

の予防など錆びない体作りのお手伝いをしていま

す。他にもリコピン、クエン酸、ケルセチン、食物

繊維、カリウム、グルタミン酸を多く含んでいます。

小さいのにパワーあるでしょ！ 私を生で切って食

べる以外、どんな調理方法で食べていますか？ ラ

タトゥイユ、ミートソース、ミネストローネ… 熱

に強く油に溶けやすい栄養成分が多いので加熱料

理で体に吸収しやすくするといいですね。季節にな

るとスーパーの棚にはたくさん私が並びます。どれ

を選んだらいいかなぁ～と悩んだら、色鮮やかで、

持ってずっしり感があり、へたがイキイキしていて、

底部に星型の放射線状の筋がはっきりしているも

のを選びましょう。特にミニトマトは栄養価が高く

お薦めです。季節が移ろいトマトの旬は過ぎてしま

いましたが、来年の夏にはこの話を思い出してくだ

さいね。 

 

 生きるために「栄養」を摂る。活動するために

「エネルギー」を作る――。 

人の生活を豊かにするための「食事」。甘いお菓子

やスイーツ、アルコールも我慢する必要はありませ

ん。嗜好品を多く摂った日の数日間は食事を調整し

てよりおいしく食べるための工夫をしていきま

しょう。 

（情報サポーター 遠田真琴） 

 

大野城市男女共生講座 第 2 回 

テーマ：「適材適食」～あなたに合った食べものを 

あなたに合った食べ方で～ 

日にち：9 月 6 日（木） 

講 師：小園 亜由美さん 

    (管理栄養士、野菜ソムリエ上級プロ、 

健康運動指導士) 

小園 亜由美さん 

講座の一コマ（みんなで脳トレ！） 
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啓発・事業サポーターフォローアップ講座（公開講座） 

人前での話し方教室～想いを言葉にする～ 
大勢の前でもわかりやすく伝わりやすい話し方を学ぶ講座です。市民に男女共同参画の啓発を行うボラン

ティア「啓発・事業サポーター」のスキルアップのための講座ですが、講座内容に興味のある方のご参加

も大歓迎です。 

家事家計を通して考える 私たちの今 そして未来 
家計簿を人生の伴走者に～子育て世代から年金世代すべての方へ向けて～（午前の部） 
見つけよう！暮らしのヒント 時間・衣・食・住・子どものこと（午後の部） 

【日   時】12 月 15日（土）13：30～15：30  【受講料】無料  【会 場】多目的ホール（1 階） 

【講   師】林田 スマ（公益財団法人大野城まどかぴあ館長）       

【パネリスト】石田 尚久（大野城市区長会副会長） 、日下部 達矢（大野城市立平野中学校副校長） 、 

      山下 由紀子（大野城市人権男女共同参画課課長） 

主催：大野城女性の会 

【日 時】11月 16 日（金）午前の部 10：30～12：00 午後の部 12：00～14：00 

【講 師】福岡友の会筑紫方面会員  【受講料】午前の部：400 円 午後の部：無料 

【会 場】多目的ホール（1階）  【定 員】午前の部：70名（先着順） 午後の部：飛び入り参加大歓迎 

【日  時】平成 31 年 1 月 15 日（火）13：30～15：30 

【講  師】鮫島 宗哉（フリーアナウンサー、株式会社鮫島宗哉事務所 代表） 

【受 講 料】無料    【会  場】303 会議室（3 階）    【定  員】30名（先着順） 

【申込方法】11 月 1 日（木）より、電話・FAX・総合案内・ホームページおよび男女平等推進センター窓口にて受付開始 

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 24日～1月 7 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 

共催事業 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

平成 30年度アスカーラ市民グループ活動支援事業 

大野城女性の会 25 周年記念講演会 
「可能性を信じていきいき未来」～共に輝く男女共生社会へ～ 

女性がいきいきと過ごしていくためには、健康な身体と心が大切です。男女平等推進センター長寿講座の

講師に、年齢を重ねても元気に過ごせる身体づくりのコツや、簡単にできる体操を教えてもらいましょう。 

主催：福岡友の会 筑紫方面（主催者の託児有り 託児係へ直接連絡してください 連絡先：080-6440-4988） 

【日  時】平成 31 年 1 月 24 日（木）13：30～15：00 

【講  師】藤 道子、船越 光子（日本健康体操連盟） 

【受 講 料】無料    【会  場】303 会議室（3 階）    【定  員】60名（先着順） 

【申込方法】11 月 1 日（木）より、電話・FAX・総合案内・ホームページおよび男女平等推進センター窓口にて受付開始 

女性の身体と心の健康を考える講座 第 2回 

エクササイズでいきいき生活～インストラクターの元気のヒミツ～ 

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 
 

 ☀今月のお楽しみ情報☀ 

○ おひざでだっこ「おはなしのへや」 

11月 6、13、20、27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 

11月 8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。 

参考：平成 30 年度版 

   男女共同参画白書 

キッズルームで 
★こんにちは★ 

左からみさきちゃん（1歳 7ヶ月）

ののかちゃん（1歳 3ヶ月） 

ひまりちゃん（1歳 5ヶ月） 

ここでお母さんも友だちに！ 

今月の元気キッズ！ 

DV防止キャンペーン企画 講演会 
「弁護士から見た DVの実態 ～女性に対する暴力をなくすために～」 

は

ま

て

ら 

ご
存
知 

で
す
か
? 

相談支援センターに寄せられた相談

件数は 10 万 6,367 件。3年連続で10

万件を超える高水準で推移していま

す。内閣府の男女共同参画推進本部

は、毎年11月12 日から同月 25 日（国

連が定めた「女性に対する暴力撤廃

国際日」）までの 2 週間「女性に対す

る暴力をなくす運動」を実施してい

ます。期間中、地方公共団体、女性

団体その他の関係団体との連携・協

力の下、意識啓発等の女性に対する

暴力に関する取り組みを一層強化し

ています。その中で、1人でも多くの

人が、解決に向けた相談や行動を起

こせるような社会になることを願い

ます。 

配偶者（事実婚や別居中の夫婦、

元配偶者も含む）から、「身体的暴

行」、「心理的攻撃」、「経済的圧迫」

または「性的強要」のいずれについ

て「何度もあった」とする人の割合

は、女性13.8％、男性4.8％となって

います。（内閣府「男女間における暴

力に対する調査」平成 29 年） 

配偶者暴力相談支援センターの数

は年々増加しており、平成30年 3 月

現在、全国 278 か所（うち市町村が

設置する施設は105か所）が同セン

ターとして、相談、カウンセリング、

被害者やその同伴家族の一時保護、

各種情報提供等を行っています。ま

た、平成28年度に全国の配偶者暴力 

女性に対する 

暴力根絶のための 
シンボルマーク 

パープルリボン 

【日  時】11月 10日（土）13：30～15：30 

【講  師】柏熊
かしくま

 志薫
しのぶ

（弁護士法人女性協同法律事務所 弁護士） 

【受 講 料】無料 

【会  場】301会議室（3階）  【定  員】40 名（先着順） 

【申込方法】電話・FAX・総合案内・ホームページおよび男女平等推進 

センター窓口にて受付中 
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 今回のセミナーは参加資格が育児休業取得前・

中・後の方で、身近な人とのコミュニケーションで

の悩みと解決のリアルを取材しました。 

 

講師の松井さん自身もコ

ミュニケーションの取り方に

悩み、心理学を学び始めたそう

です。 

 まず始めに、関係性がうまく

いかない原因のヒントをつか

むために、グループでエクササ

イズをしてみました。すると、感情的にとがめてい

たり、説教して自分の正しさを主張していたり、無

視する・閉じこもるなどして相手と向き合わなかっ

たり、様々な「操作」をして関係性をこじらせてい

るのだと、分かりました。 

コミュニケーションの癖は、育った環境の中で自

然と習得することが多く、生き抜くための“防衛策”

として身に付けてきたのだといいます。 

松井さん自身、子育て中、夫の帰宅が遅いことで

イライラして、夫をとがめて喧嘩を繰り返していま

したが、これでは何も改善しないと気づき、自分は

夫にどうしてほしいのか、どうなったら自分の心の

奥が満足するのか、自問自答を続けたそうです。 

素直になって自分の気持ち

に向き合ってみると、「話を聴

いてほしい」「寂しい」という

心の声が聞こえて、それを真っ

すぐに伝えることで、関係性が改善されていったと

いいます。 

グループで自分の欲しいもの（掛けて欲しい言葉）

を探していくと、参加者の皆さんも、「しゃべりた

い」「大事なことは相談してから一緒に決めたい」

「一人の時間が欲しい」「愛情が欲しい」等々、自

分の素直な気持ちを発見することが出来ました。 

真っすぐなコミュニケーションのためには自分

の気持ちを知ることに始まり、相手の気持ちも尊重

しながら自己開示することです。 

＜伝え方のポイント＞ 

 伝えたい相手に対して 

〇言いたいことをシンプルに 

〇顔の表情・声のトーンをチェックして 

〇素直に真っすぐに伝える 

「私はこうだ」と表明しないのは、自分の気持ち

に責任を取らないことになります。すると、幸せ感

から遠い人になってしまいます。松井さんは「自分

で幸せをゲットしましょう」とエールを贈られてい

ました。私も、自分の気持ちに責任を取って、コミュ

ニケーションの取り方を改善していこうと思いま

した。      （情報サポーター 松田 知子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育休ママ＆パパの仕事復帰セミナー 第 2 回 

素直に伝える 身近な人とのコミュニケーション 

日にち：9 月 15 日（土） 

講 師：松井 美由紀さん 

（セラピールームココアップ 代表） 

松井 美由紀さん 

セミナー風景 
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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☆ 

 

㉗

㉘ 

 

11月の男女平等推進センター 
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*ひとりごと* 
 

 森と湖が美しいというよりムーミンの国と言った

方が親しみがわく。そのフィンランドから船でバルト

海を渡り、自然豊かなバルト三国の国々へ。エストニ

ア、ラトビア、リトアニア三国とも共和国で、旧ソビ

エト連邦の民主化に伴いソビエトから独立した。三国

とも小さな国で合わせても九州ぐらいの広さである。

リトアニアのカウナスというところで、日本のシンド

ラーと言われた杉原千畝の存在を知った。第 2 次世界
大戦時、ナチス・ドイツのポーランド侵攻から逃れて

きたユダヤ人に、日本経由で第 3 国へ渡航できるビザ

を当時の日本政府の意向に逆らって発行し、6000 人

余りの命を救ったという。旧日本領事館といっても普

通の家で、今は彼の記念館になっている。もっとも衝

撃を受けたのはポーランドのアウシュビッツ・ビルケ

ナウ強制収容所跡だった。ナチス・ドイツが150万人

ものユダヤ人や政治犯を中心としたポーランド人、ソ

ビエト軍捕虜、その他様々な民族が虐殺の犠牲になっ

た。第 1・第 2 アウシュヴィッツ収容所とも「負の遺

産」で、博物館として一般公開されているが、見てい

るうちに気分が悪くなりそうだ。歴史の教科書や映画
などで多少は知っていても。実際現場に立ってみる

と、戦争や人間のおぞましさに身震いした。ここでは

ドイツからの観光客も多いという。 

        （情報サポーター スピカ） 
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