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・事業レポート  女性の身体と心の健康を考える講座① 

啓発・事業サポーター「人前での話し方教室」 

・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 

・ 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 3月号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 四半世紀も前、私が初めて

パート入社した同日に職場

復帰の先輩を紹介された。60

歳、乳がんの手術をしたと 

聞いた。仕事も教えられたが、

寄り添ってこそ知るがん 

との闘いや生き様だった。毎

日人参をすり下ろして食べ

ているとか、友人と温泉旅行に行けなくなったとか。 

5 年後の検査の結果(注：がんの 5 年生存率)にスイー

ツで乾杯した。一昨年世間が悲痛な思いで見守った

歌舞伎俳優・市川海老蔵一家に見るまでもなく（妻

小林麻央さんは子ども二人を残して乳がんで死去）、

友人親族の乳がんは珍しくなくなった。なんと、日

本人女性の11人に1人が乳がんになっているそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 講演は受講者に「訊きたいこと」を確認して始まっ

た。切実な思いで参加された方もいた。先生は今  

までたくさんの子育て中のがん患者を診てきた経験

から母親として寄り添える活

動をしたいと NPO活動を 2 年

前から開始。告知にナーバス

な時代もあったが、医師には

隠す姿勢がないと言う。余命

を決めるのは患者の生命力だ 

 

そうだ。日本人は原因を考えて自分を責めがちだが、

なってしまったものに振り返る必要はなくて「あな

たのせいじゃない！」と言い切った。 

本人の闘病と同様に夫のダメージ等、家族をどう 

支えるかは深刻だ。子どもに伝えないのは負担が 

大きく、うつるものではないと正確に理解してもら

う。費用のことでは国のサポートもあるし、仕事は

後の力になるので続けた方がいい。がん保険も助け

になる。民間療法はがん細胞が住みにくい環境を作

るが、結果が出ないものは標準治療にならない。  

そこを踏まえた上で、財力が許して信じられるなら

続けてもいい。自分の主治医は自分と定め、信頼の

道を探る。例えば「腹八分目」等、昔の人の知恵は

予防のヒントになる。心のあり方は「今を感謝し、

80 点を目指す」……それらのメッセージはすべて 

人生について考えてくださいに尽きた。 

抗がん剤の副作用で髪 

が抜けるのは女性にとっ

て一大事。乳房の切除も 

諦める生活に直結する。休

憩時間を利用して、医療用

ウィッグや人工乳房の紹介があった。クオリティの

高さに目を見張った。傷ついたメンタルをカバー 

して、病の克服に繋がるだろう。医療周辺にも飛躍

的な進歩があった。 

日本時間でこの翌日、ノーベル医学・生理学賞を

受賞された本所佑さんがスウェーデンのストック 

ホルムで記念講演に臨んだ。「2030 年ごろにはがん

は人の命に関わる病気ではなくなるだろう」と語ら

れた。真摯な医師たちはまさしく希望だ。 

（情報サポーター  山口 郁子） 

 

 

 

 

 

 

 

女性の身体と心の健康を考える講座 第 1 回 

女性特有の病気を考える 

    ～乳がん・子宮周辺がんのリアル～ 

日にち：12 月 6 日（木） 

講 師：金城 舞さん 

（乳腺専門医、NPO 法人がんのママをささえ隊 
ネットワーク ETERNALBRIDGE 理事） 

人工乳房見本 

金城 舞さん 

ウィッグ着用体験 

注：「がんの 5 年生存率」とは？ 

がんの 5 年生存率とは、がんと診断されてから 

5 年間生きている人の割合のことです。 

がんの種類によっても異なりますが、5年生存率

はおおよそ治癒の目安と考えられています。 

参考：「日経 Gooday （2014.11.18）」より 
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アスカーラいきいき健康教室（前期） 

女性がいきいきと活躍するためには、健康の自己管理が大切です。ライフステージに応じた身体づくりや、 
健康で安全な生活を営むことの大切さについて、講話やエクササイズで学びましょう！ 

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 

１回のみのお申し込みも可能！ 

   【対象】結婚・出産・育児・介護等の理由で退職し、再就職を希望する女性   【定員】各講座 20 名（先着順） 

   【対 象】健康づくりに関心のある女性          【定 員】各回 50 名（先着順） 

日にち 時間 テーマ・講師 会場 受講料 

5 月 9 日（木） 

5 月 16 日（木） 

13:30～
15:00 

「何歳になっても輝くための身体づくり」（全 2 回） 

藤 像救子、船越 光子（日本健康体操連盟） 
多目的ホール（1 階） 

無料 

5 月 23 日（木） 

6 月 6 日（木） 

「活き生きのススメ！健康寿命を延ばそう」（全 2 回） 

土井 孝子（日本健康体操連盟） 

303 会議室（3 階） 

多目的ホール（1 階） 

5 月 30 日（木） 

6 月 20 日（木） 

「適材適食」（全 2 回） 

小園 亜由美（管理栄養士・健康運動指導士） 
303 会議室（3 階） 

7 月 25 日（木） 
「いためた心と身体をケアする方法」（1 回） 

井手 隆子（アロマヒーリングハウス グリーンリーフ） 
多目的ホール（1 階） 

 ※会場が多目的ホールの場合は、飲み物・タオルを準備して、動きやすい服装でお越しください。 

再就職チャレンジ講座 ～なりたい自分をめざして 本気で再就職！～ 

今年度は6つのシリーズ講座をご用意しました！必要な講座だけを選択するなど、自分に合った形で受講できます。 

シリーズ講座名 日時 講師 会場 

①秘書検定 2 級資格取得
対策講座（全 10 回） 

5 月 10 日（金）～6 月 11 日（火）の   
火・金曜日、6 月 15 日（土）検定試験 

9:30～12:00 

樋口 なつき 

（日本秘書クラブ九州支部講師） 

301 会議室（3 階）
他 

【受講料】3,000 円（テキスト代含む） 受験料 4,100 円は別途徴収             【申込期限】4 月 19 日（金）まで 

※大野城市内在住・在勤で、生活保護・児童扶養手当等を受給している方を対象に、受講料助成制度があります。 

 
シリーズ講座名 日時 講師 会場 受講料 

②ビジネスマナー講座 

（1 回） 
6 月 18 日（火）10:00～12:00 

大石 紀子 

（株式会社キャリアプログレス 

代表取締役） 

306 会議室 

（3 階） 
無料 

③自己分析講座（全 3 回） 
6 月 20 日（木）、25 日（火）、27 日（木） 

10:00～12:00 

④履歴書等対策講座 

（全 2 回） 
7 月 2 日（火）、16 日（火）10:00～12:00 

⑤面接対策講座（全 3 回） 
7 月 4 日（木）、9 日（火）、11 日（木）   

10:00～12:00 

⑥パソコンスキルアップ
講座（全 4 回） 

7 月 19 日（金）～30 日（火）の    
火・金曜日 9:30～12:00 

竹中 ひとみ 

（生涯学習センター講師） 

202 会議室 

（2 階） 

 

託児無料！ 

http://www.madokapia.or.jp/
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市 長 賞：橋本 みなみ（大利中学校 3 年） 

『母が「ただいま」と 父が「おかえり」と 我が家はどちらも 大黒柱』 

教育長賞：阿部 流成（大野北小学校 6 年） 

『老若男女 個性を出せば 未来の輝き』 

男女平等推進センター所長賞：ひわたし たま（大野南小学校 1 年） 

『ママかいぎ パパがゆうしょく スパゲッティ』 
 

アスカーラ賞：福山 聡市（大野小学校 4 年）   小野 叶温（大野東小学校 5年） 

       末吉 亜衣（大野北小学校 6 年）  篠塚 直也（大野東中学校 1年） 

       石川 雄大（大利中学校 3 年） 

市 長 賞：谷口 紗和（大利中学校 1 年） 

教育長賞：吉峰 雅人（大城小学校 3 年） 

男女平等推進センター所長賞：今村 心咲（大野南小学校 5 年） 

アスカーラ賞： 赤間 莉世（月の浦小学校 3 年）  角本 雄一（月の浦小学校 3年） 

城  太一（大城小学校 3 年）   中園 沙良（大利中学校 2年） 

岩佐 実桜（大野東中学校 2 年） 

※市長賞・教育長賞・男女平等推進センター所長賞の作品は本号表紙に掲載しています 

大野城市内の小中学生から「男女共同参画」をテーマにした図画ポスターと標語を募集しました。 

たくさんの作品の中から選ばれた入賞者は以下のとおりです。おめでとうございます！  

作品をご応募いただいた小中学生のみなさん、誠にありがとうございました！ 

※2月 7日（木）から 3月 5日（火）まで、まどかぴあ 1階・ギャラリーモールにて入賞作品展示中！ 

 

＜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！ 

キッズルームで 
★こんにちは★ 

☀今月のお楽しみ情報☀ 

○ おひざでだっこ「おはなしのへや」 

3月 5、12、19、26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  

○ 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。 

○ 3月のお楽しみ会はありません。 

写真が大好きな歩美ちゃん（3歳）

ママと一緒に初めてきた結月 

ちゃん（8ヵ月） 一緒にカメラ

を見つめています！ 

 

 

(敬称略) 

k 

keishoury

aku  

大野城市立 大利中学校 
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この講座は、大野城まどか 

ぴあ男女平等推進センターの

ボランティア「啓発・事業  

サポーター」として活動する方

の募集と現サポーターのスキ

ルアップを目的として開催さ

れました。フリーアナウンサー

の鮫島宗哉さんによる“相手に

伝えるために必要な技術”を学んできました。 

 まず始めに、言葉を話す能力は、声（のど）の  

体操的訓練と話の技術習得の両方が揃って効果が

出て来る、つまり

「声を出すことは

自分のボディを

チェックすること

です」と解説され

ました。改めて 

「声が出せる」という、ただその事の素晴らしさに

気付かされました。その上で、声を出すことを楽し

みながら、呼吸法や自分の「一番良い声」の見つけ

方を教わったり、滑舌練習を行ったりしました。 

 ちなみに「良い

声」とは、一番“長

持ちする声”で、

のどへの負担が

少ない発声であ

り、出しやすい声

が聞きやすい声

だそうです。 

 次に話の技術について「15 秒で伝える」ことを

意識した、話の組み立てを教わりました。 

 

  

1．事実を提示する。（○○なことがありました）

fact 

2．その事実について自分はどう思ったかを付け

加える。（そのことでわたしは「□□」と感じ

ました） feel 

3．これからの行動に触れる。（なので、これから  

「××」しようと思います） future 

 

「テレビのCMも

15 秒ですよ」と紹

介されると、受講生

たちにも「15 秒で

伝える」ことがとて

も身近に感じられ

ているようでした。 

最後に、歌舞伎の演目で有名な「外郎売り口上」

を鮫島さんが読み上げると、一同拍手喝采！！ 

鮫島さん自身、新人アナウンサーの時には本気で

取り組まなかったけれど、フリーになってから、 

とても優れた滑舌練習文であることに気付いて 

取り組まれているそうです。 

私も普段の生活で無意識に話していましたが、 

この「声」こそ自分の体調管理で一生大切にして 

いきたいと思いました。 

  （情報サポーター 松田 知子） 

 

組み立て  事実＋気持ち＋期待（要望） 

声を出す練習 

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～ 

日にち：1 月 15 日（火） 

講 師：鮫島 宗哉さん 

（アナウンサー、プロコーチ、ファシリテーター） 

鮫島 宗哉さん 

15秒で自己紹介！ 

早口言葉に挑戦！ 
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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☆ 

 

＜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*                      

昨秋、神戸に行った時のこと。友人に一緒

に行こうと誘ったが、気の向くままにのんび

りと一人旅をしたいからと同行を断られた。 

会が始まっても姿が見えない。かなり経って

から、ようやく現れた。彼は小倉駅のホーム

で両手にお酒と弁当、愛用の旅行用キャリー

バッグを持って新幹線に乗り込んだ。発車の

ベル、ドアが閉まる、列車が動き出す。   

しまった、ホームに置き去りにされた   

キャリーバッグが見えるではないか。もう 

如何することも出来ない。あいにくこの列車

は広島までは止まらない。仕方なく広島から

忘れ物を取りに引き返すことになったとの 

こと。翌日はスマホ決済を自慢していた男が

普通の乗車券で電車に乗った。下車するとき

にスマホをいくらかざしても改札口のロック

は解除されない。駅員が駆け付けて来てよう

やく間違いに気が付いた。私も五十歩百歩、

人のことは笑えない。「人のふり見てわがふり

直せ」なんともお粗末な珍道中でした。 

（情報サポーター 原田 久） 

３月の男女平等推進センター 
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