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・ 事業レポート   DV防止キャンペーン事業 講演会 

子どもの命を守る 

・ 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 

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。 

 

・ ご存知ですか？「ワンオペ」 

・ 相談室のご案内 

・ ひとりごと 

・ 今月のアスカーラ 

 

平成 30年度講座・イベントの様子 

https://4.bp.blogspot.com/-ZMzPgyP64Zg/WFuJyby0eDI/AAAAAAABAmk/I_UtFowN0ecaQiqgYGpTsKGTqFzMLESdwCLcB/s800/nenga_hanko_kingashinnen_maru.png
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一般的には「配偶者や恋人など親密な関係にある、

又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使

われることが多いが明確な定義はなく、人によって

異なった意味に受け取られる可能性がある。 

わかりやすいのは、殴る・けるなどの直接有形力

を行使する身体的なもので、刑法上の犯罪に該当す

る場合もあり、処罰の対象になる可能性がある。反

対に目に見えないのでわかりにくいが、怒鳴る・バ

カにする等の言動により心を傷つける精神的なも

のは酷ければＰＴＳＤを発症

することもある。真摯な合意

があってのみ成立する性的な

ものについても、いやがって

いるのに性行為や中絶を強要

したり避妊に協力しないなど

がある。 

 

加害者のタイプは年齢・学歴・職種・年収に関係

なく、人当たりが良く社会的信用のある人、誰に対

しても暴力的な人、アルコールや薬物依存・精神障

害等が関連して暴力を振るう人等様々である。「社

会における男尊女卑の考えがいまだに男女ともに

ぬけていない」という背景があるといわれている。 

ＤＶ発生のメカニズムは、加害者がジェンダーや

人権に対して歪んだ価値観をもっている・コミュニ

ケーション能力に乏しい・暴力を甘くみている・自

尊の感情が育っていないことなどから、相手を  

パワー（力）によってコントロール（支配）するこ

とに起因する。 

 

 被害者はケガなどの身体的影響やＰＴＳＤなど

の精神的影響を受け続けるため次第に無力化され、

考えがまとまらない・説明ができない・決断ができ

ない等深刻な状態に陥る。逃げ出すという考えにも

いたらなくなる。子どもがこのような親の関係性を

見せられて育つと、赤ちゃん返りや大きな声に怯え

るなどの様々な心身の症

状が現れる。さらに感情表

現や問題解決の手段とし

て暴力を用いることを学

習する場合もある。長期化

すると問題（暴力の連鎖）

が残る。 

 

 人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配

偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための

施策を講ずる必要がある。国や自治体の責務（ＤＶ

防止法より）として 

○相談（相談窓口の多様化） 

○一時保護（婦人相談所） 

○自立支援情報提供 

（生活支援、就業支援、住宅支援等に関する） 

がある。 

 

 まず被害者の話を聞く。逃げない選択を責めたり、

話のつじつまが合わなくても追及したりせず、何度

でも受け止める。なるべく早く専門家に相談するよ

うに伝えるが無理強いはしない。けっして加害者の

所に行かない。それはとても危険な行為で自分にも

危害が及ぶ恐れがある。公的支援につなげることが

助けるための第一歩にもなる。 

 

 「どのような場合でも許される暴力はない」との

講師のことばにうなずくばかりであるが、私たちも

自分の都合の良いように言い訳をして、家族や周り

の人を傷つけるようなことをしていないだろうか。

このくらいのことと、許される暴力はないと心に留

めておくことが大切だと思う。 

（情報サポーター ちびまま） 

DV 防止キャンペーン事業 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～ 

日にち：11 月 10 日（土） 

講 師：柏熊
かしくま

 志薫
し の ぶ

さん 

(弁護士法人女性協同法律事務所 弁護士) 

柏熊 志薫さん 

（イラスト） 

パープルリボン 

女性に対する暴力根絶の

ためのシンボルマーク 
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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 

３ ３

【会場】大ホール（1階）全席自由         

【料金】500円（当日 700 円） 
※前売り完売時は当日券の販売はございません 

■ アスカーラバザー 

【時間】10：00～15：00 ※品物がなくなり次第終了 

 【会場】ギャラリーモール（1階） 

■ 「男女共同参画」小中学生図画ポスター・ 
標語コンクール入賞作品展示 

次世代を担う小中学生から募集した男女 
共同参画に関する図画ポスターと標語の 
入賞作品を展示します。ぜひご覧ください！ 

【期間】2 月 7日（木）～ 3月 5日（火） 

  【会場】ギャラリーモール（1階） 

【内容】 

・「男女共同参画」小中学生図画ポスター・          

標語コンクール表彰式 

・講演会「いつもチャレンジ精神で」 

講師：草野 仁（TVキャスター） 

・講師とまどかぴあ館長林田スマとのトークショー 

男女の自立と共同参画のまちづくりをめざしてアスカーラ
共生フォーラムを開催します。 

「いつもチャレンジ精神で」 

31 
く さ の    ひとし 

草野 仁 講 師 講演会 

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 
 

社会について考えてみましょう。男

女共同参画社会とは「男女が、社会

の対等な構成員として、自らの意思

によって社会のあらゆる分野におけ

る活動に参画する機会が確保され、

もって男女が均等に政治的、経済的、

社会的及び文化的利益を享受するこ

とができ、かつ、共に責任を担うべ

き社会」（男女共同参画社会基本法第

2 条）です。 

男女共同参画を実現させるために

はどうしたらいいでしょうか。ただ、

不満を井戸端会議で発散してもなん

の解決にもなりません。まず、パー

トナーと対等な立場で話し合いを持

ち、お互いに思いやりの声掛けをし

たいものです。また、男女が支え  

合って生きていく社会のお手本が家

庭の中にあると、未来を担う子ども

たちも学びやすいですね。 

『ワンオペ』という言葉をご存知

ですか？ 牛丼チェーン店が行って

いた店員１人だけで店舗を運営す

る方法のことで、ワン・オペレー 

ションの略称もしくは社内での通

称です。（知恵蔵より） 

その言葉を、婦人公論 12/11号表

紙でみつけました。「家事、介護、

子育て…女がひとりで背負い込む

『ワンオペ』はもうイヤだ！」です。

その中には、読者アンケート結果発

表が掲載されています。（基本デー

タ：回答者64人、平均年齢59.2歳）

質問1は「1人で担っていることは?」

で、 位：家事、 位：親の世話/

介護、3 位：近所付き合い、4 位：

家計、5 位：育児、6 位：親戚付き

合いとなっています。みなさんのご

家庭はいかがでしょうか。 

新年を迎え、改めて男女共同参画 

参考：2014年ユーキャン 
   新語・流行語大賞候補 

ノミネート 

男女共同参画の推進に取り組む企業を応援するために、セミナーを開催したい企業を募集しています。 
事前に打ち合わせを行い、開催日時やテーマ、講師の人選等を行うオーダーメイド型セミナーとなります。 

今月の元気キッズ！ 

【対  象】大野城市内に事業所や工場がある企業 

※講師の謝金や交通費等は男女平等推進センターで負担します。 

【開催場所】社内の会議室などご指定の場所  ※会場の手配・準備は企業側でお願いします。 

【テーマ例】各種ハラスメント、リーダーシップ、ワーク・ライフ・バランス、働き方改革、 

LGBT への対応、育児休業からの復帰、定年後の生き方、ビジネスマナーなど 

【申込方法】電話または男女平等推進センター窓口にて受付中 

キッズルームで 
★こんにちは★ 

ご
存
知 

で
す
か
? 

ワ 
ン
オ 
ぺ 

 ☀今月のお楽しみ情報☀ 

○ おひざでだっこ「おはなしのへや」 

1月 8、15日（火）10：30～ 

ぴよぴよ（妊娠中・0歳児）第 3火曜 

よちよち（1・2歳児）    第 2火曜  

○ お楽しみ会 

1月 31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。 

ゆいかちゃん（1歳） 

お母さんとおばさんと初めての

キッズルーム。おもちゃや絵本に

興味津々の様子でした。 
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 子どもたち自身で「命」を守る予防教育 CAP を 

ロールプレイ等を通して体験してきました。 

 まず始めに「CAP」とは C（Child）A（Assault） 

P（Prevention）の頭文字で「子どもへの暴力防止」

人権教育プログラムです。1978 年、アメリカ・オ

ハイオ州コロンバスにあるレイプ救援センターが

CAPプログラムを作成。1985 年、アメリカで CAP

に関わっていた森田ゆりさんにより日本に紹介さ

れました。 

 暴力について法的な虐待の定義は「身体的虐待、

性的虐待、ネグレクト、心理的虐待」ですが、CAP

では「人のこころと体を傷つけるもの（権利の侵害）」

と考え、子どもが、いじめ、虐待、痴漢、誘拐、性

暴力といったさまざまな暴力から自分を守るため

にロールプレイや話し合いをしながら、子どもたち

に大切な３つの権利「安心」「自信」「自由」につい

て学び、自分の心と体を守る力を身につけることを

目指します。 

 

 

 

「安心」＝何も不安や恐怖がない 

「自信」＝無力でない。生き生きしている 

「自由」＝行動の選択肢がある 

子どもが暴力を受けやすい理由として、①社会的

な力を持たされていない ②知識や経験に欠ける 

③孤立させられている の 3 つが考えられます。 

そこで、子どもたちに「自分を大切にする心＝ 

権利意識」を伝え、暴力に対して具体的にどう対応

することができるかを教え、すべての子どもたちが

本来もっている「生きる力」を引き出します。 

子どもが困っていてどうして良いか分からず相

談してきた時には大切な 3 つの言葉①「話してくれ

てありがとう」 ②「あなたの言うことを信じるよ」

③「あなたが悪いのではない」を意識して、落ち着

いて共感をもって耳を傾けてください。「どうして」

「なぜ」で始まる質問はなるべく避けて、子どもの

気持ちを大切にして「よく話してくれたね」「信じ

るよ」というメッセージを伝えてください。また、

相談された大人だけで抱え込まずに各種専門相談

や総合相談窓口につなげて欲しいと強調されて、セ

ミナーは終了しました。 

大人・子どもに関わらず、力のある側からない側

へ向けられる暴力について、改めて考えるキッカケ

になりました。 

子どもたちが安心して生きていける暴力のない

社会を目指して家庭・学校・地域が連帯して取り組

んでいくことを切に願います。 

（情報サポーター 松田 知子） 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度 アスカーラ市民グループ活動支援事業 

テーマ：「子どもの命を守る」 

日にち：11 月 17 日（土） 

講 師：倉富 史枝さん（こどもCAPふくおか 代表） 

一瀬 智子さん（こどもCAPふくおか メンバー） 

主 催：大野城共生ネットワーク 

「人権は誰もが生まれながらにして 

もっている大切な権利」 

左：一瀬 智子さん      右：倉富 史枝さん 
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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☆ 

 

 
 

 

 

*ひとりごと* 「木と鏡からのメッセージ」 
 

 24 歳の息子は今春、社会人になる。第一志望の企業か
ら内定をいただいた時、「これでいいのかなあ」と浮かな
い顔をしていた。夫が「俺も30年以上今の仕事をしてい
るけれど、今もいつもこれでいいのかと思っている」と言
った。息子の顔が少し緩んだ。この一部始終を聞いていた
私も「このままだと、この先ずっとこのままの自分」にジ
レンマを感じた時期があったし、実は今もそう思ってい
る。私でさえ考えることなのだから、これから自立しよう
としている息子はもっと考え、悩んだはずだ。 
 未来への不安や葛藤、答えの出ない答えを求めようと立
ち止まることは、一見、無駄な時間の使い方のように映る
が、己と向き合うそれは、モノ言わぬ草木が栄養素を地面
から吸い上げ、枝に花を咲かせる時のように静かに静かに
生きる力を蓄える姿と同じだ。自分が納得できる花ならば
小さくても凛として咲き誇り、胸を張って生きていける。 
 また、鏡を磨く作業を想像して欲しい。輝かせるために
は、怖いくらい荒いヤスリで縦横無尽に傷をつけることか
ら始まる。この傷が積み重なって最後はピカピカに光るの
だが、それはきっと人間にも当てはまることだ。たとえ敗
して傷を負うたとしても、諦めずにゴールを信じてこつこ
つと続けていけば、たくさんの傷が深い経験として刻ま
れ、その人や仕事が、その過程を経なければ決して実現で
きない輝きを放つものになる。傷つかない生き方をしてい
ては輝くこともできない。再生する強さがあれば生きてい
ける。 
 平成最後のこの年に社会に飛び出す息子にエールを送
る。あなたのお父さんもお母さんも傷つきながら歩いてき
た道を輝かせるために、今も歩いている。だから、きっと
あなたも大丈夫！    （情報サポーター 遠田真琴） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月の男女平等推進センター 
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