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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   第 2回アスカーラ共生フォーラム 

男性のためのブラッシュアップセミナー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？  「45,000人」 

・ 相談室のご案内 

・ ひとりごと 

・ 今月のアスカーラ 

詳細は 2ページに掲載 

草野 仁氏 講演会 

アスカーラ共生フォーラム実行委員会のみなさん。草野 仁氏を囲んで 
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TBS テレビ「世界ふしぎ発見！」のキャスター 

草野仁さんは 52 年前、NHK の入社試験を受けた。 

取材記者が希望だったが、採用されたのはアナウン

サー部門だった。アナウン

サー採用は16人。入社直後

からトレーニング、訓練が

始まり、2 ヶ月半後鹿児島

放送局へ赴任した。アナウ

ンサーを希望していたわ

けではなく、当初は戸惑い

もあり悪戦苦闘の日々で

あったが、ひとたび一途に仕事に邁進するように 

なると、上司にその仕事ぶりを評価され、次第に 

責任の大きな仕事を任されるようになった。人間と

は自分が思う以上に多角的にさまざまな才能を

持っていることがあるというのが持論。 

NHK福岡放送局勤務を経た後、東京のアナウンス

室へ戻り、スポーツキャスターとして、オリンピッ

クをはじめ様々なスポーツの実況中継を担当した。

昭和 60 年にNHKを退社後、民放で数々の番組の司

会を務め現在に至る。 

TBS「世界ふしぎ発見！」は今年で34 年目を迎え

る。この番組は「歴史と遊ぶ」ことをコンセプトに

して、回答者にもフレッシュな人を選んだとのこと。

中でも黒柳徹子さんは何事にも本気で資料を読み

込んで番組にきちんと備える人で、黒柳さんみたい

な素晴らしい人と仕事ができることは幸運なこと

だと、草野さんは語る。また、民放に移って30年以

上になり、以前に比べると最近の女性アナウンサー

の中には目覚ましい活躍をされる人が増えたが、 

一般にはまだまだ女性の社会進出は進んでいない。

日本を活気ある世の中にするには女性の活躍が 

必要だと言われた。 

 

 

トークショーは林田館長と2人で。話をまとめると…。 

 

 

 

 

 

 

 

林田館長…私もスタートはアナウンサーからで、

最初の仕事は天気予報でした。男女 

平等の話なども入れてもらいました

が、女性活躍の時代になっても実情は

変わっていない。女性運動の道筋を 

開いた平塚らいてふさんなどの女性

たちが政治経済を支えてきた。 

草野さん…放送業界は基本的に視聴率重視で、 

毎日各放送局は自局の視聴率を上げ

るために必死に努力をしている。二桁

の視聴率が目標と言われるが、若者の

テレビ離れなど時代の流れで視聴者

も減っている。 

後は館長から家庭サービスや健康についての 

質問に、元来九州男子で、妻には亭主関白を張り続

けてきたが、民放に移ってからは反省し、妻を気遣

い、風呂の床タイルを拭き上げたり、車のドアを 

開け閉めしたりと妻に対しては配慮できるように

なったとのこと。健康については毎日軽くダンベル

体操をしているらしい。 

草野さんはアナウンサーとしては冷静な人かと

思ったら意外と早口でお話をされメモを取るのも

大変。だけど、黒柳さんがいろんなお喋りでストレ

スを発散しているというエピソードは面白かった。 

（情報サポーター スピカ） 

第 2 回 アスカーラ共生フォーラム 

アスカーラからステップアップ 

        ～みんなで輝く明日～ 

講演会「いつもチャレンジ精神で」 

日にち：3 月 3 日（日） 

講 師：草野 仁さん（TV キャスター） 

トークショー：林田 スマ（大野城まどかぴあ館長） 

テレビ番組は視聴率重視 

「いつもチャレンジ精神で」 
林
田
館
長
が
草
野
さ
ん
の 
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草野 仁さん 
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【定員】30名（先着順）   【受講料】無料   【会場】303会議室（3階） 
【対象】小学 6 年生までを子育て中の女性で、できるだけ全 3回出席できる方 
【申込方法】5月 8日（水）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（受講には事前の申し込みが必要。先着順で受付。） 

子育てママ応援事業 ママの元気チャージ★セミナー 
毎日、子育てや家事をがんばっているママ。少しだけ子どもと離れた時間をつくり、これからの生活をより自分 
らしく送るためのヒントを探してみませんか。 

回 日時 テーマ 講師 

1 
7 月 18 日（木） 

10:00～12:00 

自分も相手も大切に。 

「コミュニケーション」と「心」の整え方 

松井 美由紀 

（セラピールームココアップ 代表） 

2 
7 月 24 日（水） 

10:00～12:00 

家族の幸せのために、 

知っておきたいマネーの話 
福岡県金融広報委員会講師 

3 
7 月 31 日（水） 

10:00～12:00 

もっとラクに自分らしく 
～ママの心と時間に余裕を生み出す 

片付けのコツ～ 

梅野 優子 

（片づけサポートすっきり工房 代表） 

 

   

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 

   

   

   

【日時】6 月 6日（木）10:00～12:00  【会場】多目的ホール（1 階）  【定員】96 名 
【講師】防災ほっとキッチン（地域女性リーダー育成講座 2 期生） 

【日時】6 月 13 日（木）10:00～12:00   【会場】303 会議室（3階）   【定員】60名 
【講師】堤 鈴子（歯科衛生士） 

避難所運営『HUGゲーム』 

【日時】6 月 21 日（金）10:00～12:00  【会場】多目的ホール（1 階） 【定員】100 名 
【講師】大谷 香里（アンガーマネジメントファシリテーター） 

第 1回 

「なぜイライラするの？」「怒りを溜め込まないためには？」「感情（怒り）をぶつけないために
は？」怒りと上手にお付き合いしましょう！ 
子育ては期間限定です。後悔しないために「今」学びましょう！ 

あなたとわたしのための元気塾 

HUG ゲームとは、避難者の年齢や性別、個々の事情が書かれたカードを避難所の平面図にどれ
だけ適切に配置できるか、また、避難所で起こる出来事にどう対処するかを模擬体験するゲーム
です。 

性別や年齢に関係なく、女性も男性も伸びやかに暮らす社会づくりに向けて学ぶ講座です。 

年々体の不調に不安を覚えるあなた！心がけ次第で健康寿命を延ばせるとしたら…。 
きれいな歯や口を保つことで認知症のリスクも減らせます。自分の歯や口をケアして元気に過ご
しましょう！ 

※受講料は無料です！ 

『お口ケア』で健康寿命を延ばそう！ 

子育てでも役立つ！アンガーマネジメント 

第 2回 

【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 

第 3回 

http://www.madokapia.or.jp/
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参考：西日本新聞 

2019年2月21日号 

ご
存
知 

で
す
か
? 

＜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 
 

 

ことができる状況か確認のために家

庭訪問します。次に福岡県社会福祉

審議会児童福祉専門分科会で審議の

上、都道府県知事により、里親とし

て登録されます。（養育里親の登録に

は、所定の研修が必要です）養育期

間は、基本的に子どもが実親の元で

暮らせるようになるまでとされてい

て、短い場合は数週間、長い場合に

は成人になるまでと、さまざまです。

25 歳以上の人で、養育に協力してく

れる同居家族がいる場合は、未婚の

男性や女性、共働きも可能です。 

実親の元でつらい思いをする子ど

もたちをニュースでよく見かけま

す。この里親制度が子どもたちの受

け皿を増やすことになるかもしれま

せん。少しでも多くの子どもたちが

幸せになるよう願うばかりです。 

2017 年 3 月現在、実親と暮らせ

ない子どもたちは約 4 万 5000 人。

そのうち、里親などの家庭で暮らし

ている子どもは 18.3%に過ぎませ

ん。また、2019年 3月15 日、政府

は特別養子縁組制度の対象を原則

15 歳未満に引き上げる民法改正案

を閣議決定しました。この制度は、

虐待や経済的事情で実親が育てら

れない子どもに家庭的、永続的な養

育環境を与える選択肢となります。 

里親には、養子縁組はせずに、保

護者が養育することが適当でない

子どもを一時的に預かって養育す

る「養育里親」制度があります。養

育里親になるには、児童相談所で内

容について説明を受け、家族の同意

を得た上で、申し込みます。その後

児童相談所職員が、子どもを預かる 

今月の元気キッズ！ 

キッズルームで 
★こんにちは★ 

映画あらすじ 

エーゲ海に浮かぶギリシャの小島で、20歳のソフィは結婚
式を間近に控えていた。母子家庭で育ったソフィの願いは、
父親とバージンロードを歩くこと。母親ドナの日記を内緒
で読んだソフィは、父親の可能性がある母の昔の恋人 3 人
に招待状を出すのだが・・・ 

「マンマ・ミーア！」 

2008 年／アメリカ／108 分 
日本語吹替版（日本語字幕付き）で上映 

☀今月のお楽しみ情報☀ 

○ おひざでだっこ「おはなしのへや」 

5月 14、21、28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・4火曜 

○ お楽しみ会 

5月 9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。 

子どもが遊ぶ様子を見ながら、いろんな 

お話しをするのもいいものですよ。 

 

 

【日時】5 月 25 日（土）9:30～11:40 終了予定 

【会場】大ホール（1 階） 【料金】無料 ※全席自由  

大野城市では、平成 18 年に男女共同参画 
条例を制定しました。 
今年度は映画鑑賞を通じて、母と娘の多様 
な生き方について考えてみましょう！ 

※参加には、お申し込みが必要です。 

電車が大好きな２人、はるきちゃん 

（2歳）とそういちちゃん（9ヵ月） 

いつか、一緒に遊べるようになった 

らいいね。 
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会場に入ると前方に演台と車椅

子、後方には背のない長椅子が 3 台

セットされており、座学だけでなく、

どのような内容になるのか興味

津々でした。田上先生の講座は好評

で、アスカーラには 3 年連続で来て

いただきました。 

 

 

 

昔、介護と言うと三大介護（入浴、排泄、食事）

といわれていました。介護する人が膝や腰を痛めた

り、体調を崩したりと、体力的に大変でした。介護

の仕事は資格がなくてもできます。介護する人の負

担が少なくなる技を今回お伝えします。 

介護福祉士の仕事の心構えは、相手のことを尊重

することです。本人の残存能力を生かすために、自

分でできることは自分でしてもらう。そして、でき

ない部分をお手伝いします。 

 

① ボディメカニクス 

人間の体のつくり、動き 

の仕組みについてよく知 

ること。力学的原理に基 

づき、てこの原理も使っ 

て立ち上げます。 

実技（長椅子を使って体験してみる） 

・普段どうやってベッドや椅子から立ち上がりますか？ 

◆前傾姿勢になりながら立ち上がる。 

・寝ている人を指一本でおこしてみましょう。 

◆仰臥
ぎょうが

位
い

 → 側臥
そ く が

位
い

 → 足を下ろして起き上がる。 

仰向けで腕を組み膝を立てる（体を小さくす

る）→ 横向きにする → 足をベッドから下ろす

→ 肩を押し上げてあげる。 

◆体位を変える時は必ず声を掛けてからすること。 

◆普段、布団の人が多いが、病院や施設ではベッ

ドを使用します。ベッドの高さは腰の高さに。 

② 車椅子の使い方 

車椅子は、移動するものです。 

・車椅子を押す時の 3 つのポイント 

1.乗り降りする時には必ずストッパーをする 

2.下り坂は後ろ向きに進む 

3.タイヤの大きさをよく見て上手に使う 

実技（二人一組になり車椅子に乗る人と介助をする人） 

会場を出て、まどかぴあの 3 階 

からエレベーターで 1 階に降 

り、ギャラリーモール → 多目 

的ホール → 西側出入口まで行 

き → 交代して、会場に戻る。 

参加者からは「操作は難しかったが 

いい体験でした」という言葉も。 

◆車椅子はレンタルが多いですが、その人に合わ

せること、目的によって借りること、など使い

分けることが必要です。 

③ 認知症について 

・認知症になるとすべて忘れてしまうの？ いい

え、すべてを忘れてはいません。記憶の整理整

頓ができないだけ、ドラえもんのタイムマシー

ンに乗って自分の過去に戻っているような感

じで、思いの強いことは、いいことも悪いこと

も、比較的覚えているそうです。 

・介護者としての適切な接し方は本人の話を否定

しないで、受容し共感することです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

人生 100 年の時代、健康であれば心配ありません

が歳を重ねるごとに認知症への不安、転んで車椅子

に・・・などと心配がよぎります。長寿社会を生きる

私たち女性も知っておきたい内容でした。  

      （情報サポーター 安成 惠子） 

 

男性のためのブラッシュアップセミナー 第 2 回 

簡単介護入門 

～身近な人をお世話するための技術を学ぼう！～ 

日にち：2 月 7 日（土） 

講  師：田上
たのうえ

 美里
み さ と

さん（麻生医療福祉専門学校福岡校 

非常勤講師、介護福祉士） 

介護をする上で大切なポイント 

24 時間 365 日いつ終わるか分からないのが 

介護です。 

■ 在宅で一人だけでの介護はお勧めしませ

ん。周囲の協力が必須です。 

■ 介護一色にならないように自分の体や気持

ちを大事にしながら介護してください。 

田上 美里さん 

～介護者の負担が少なくなる技を 

身につけてみませんか？～ 
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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☆ 

5月の男女平等推進センター 

 

*ひとりごと* 「桜田門外の変」余記 
 

 平成最後のＮＨＫ朝ドラで主人公の母のセリフ
「私は武士の娘です。先祖は源義経です」を聞いて、
そう言えば私の祖父も同じような事を言っていたの
を思い出した。朝ドラ風に言うなら「私は桜田門外
の変の行列にいた足軽の孫の孫です」 
 私の実家は岐阜県の関ヶ原の北にある。明治33 年
生まれの祖父が言うには「俺の爺さんは若いころ百
姓が嫌で山を越えて彦根に行って足軽になり、桜田
門外の変の行列にいた。その時に差していた脇差が
家にある」とよく自慢していた。小学校入学前の私
を自転車の後ろに乗せて山の麓の神社に行き、「爺さ
んはこの道の山を越えて彦根に行った」と教えてく
れたこともある。祖父は物語の語りが上手で孫たち
が「寝る前に長い話をして」とねだると「天から長
いながーい真っ白なふんどしが降ってきたそうな。
おしまい」と言うひょうきんな人だったので信憑性
は無い。しかし、父の従弟（社会科教師）も同じこと
を言っていたので祖父の妄想や作り話ではないよう
だ。少なくとも親戚の何人かは信じている（と思う）
ささやかな我が家の歴史ロマンかな？ 
 明治生まれの祖父が昭和生まれの私に伝えた安政
7年 3 月（1860 年）の出来事。160 年伝わる歴史ロ
マンを平成生まれの孫たちの誰かが令和の次の世に
も伝えてくれることを願い令和の始まりに記す。 

（情報サポーター 森 敏子） 
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