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発行／大野城まどかぴあ 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        
 

  私たちと一緒に“おもしろい探し”したい人、この指とまれ！ サポーター大募集！ 

説明会：４月 6 日（金）１０：３０～１２：００  大会議室（３階） 

男女平等推進センターの主催事業や運営をサポートしていただくボランティアスタッフを募集します。 

男女共同参画について学びたい方はもちろん、広報活動やいろんな催しものに興味のある方、何か新しい 

ことにチャレンジしたい方、新しい出会いを求めている方、理由や経験、性別は問いません。 

あなたの好奇心で男女平等あなたの好奇心で男女平等あなたの好奇心で男女平等あなたの好奇心で男女平等推進推進推進推進センターを盛り上げてください。センターを盛り上げてください。センターを盛り上げてください。センターを盛り上げてください。    

◆サポート内容サポート内容サポート内容サポート内容◆ 

 ・情報サポーター：毎月発行している男女平等推進センターの情報誌の取材・編集や壁新聞の作成など。 

 ・啓発サポーター：男女共同参画を市民の方に広めるための推進活動。寸劇や台本づくりなど。 

 ・事業サポーター：男女平等推進センター主催講座・イベントの準備や受付などのお手伝い。 

※どのサポーターも登録制です。学習会や定例会を行い、都合の良い時にサポートをお願いします。 

◆応募資格応募資格応募資格応募資格◆ 18 歳以上（高校生不可）の方。住所・性別は問いません。 

◆報報報報        酬酬酬酬◆ 活動に応じて、交通費程度の費用弁償（1,000 円）をお支払いする場合もあります。 

         （男女平等推進センターサポーター規約に準じます） 

日日日日    時時時時・会・会・会・会    場場場場    講講講講        座・イベント座・イベント座・イベント座・イベント    講講講講            師・師・師・師・料料料料        金金金金    

5555 月月月月 7777 日日日日（（（（月月月月））））    

～～～～7777 月月月月 3333 日日日日（（（（火火火火））））    
（全 22 回＋再就職講話 1 回） 

  パソコン実習室（3 階） 

13131313：：：：30303030～～～～16161616：：：：30303030    
（第 2 回から講座開始前 

30 分の自習時間あり） 

再就職のためのパソコン講座再就職のためのパソコン講座再就職のためのパソコン講座再就職のためのパソコン講座    

～日商ＰＣ検定（文書～日商ＰＣ検定（文書～日商ＰＣ検定（文書～日商ＰＣ検定（文書作成）作成）作成）作成）3333 級～級～級～級～    

結婚・育児などの理由で退職し、再就職を目指

す方のために日商ＰＣ検定（文書作成）3 級資

格取得対策講座を行います。履歴書に書ける 

資格を取得しましょう！ 

※申込期間 2/20（月）～4/10（火） 

 

講  師：竹中 ひとみさん 

対 象：結婚・育児などを理由に退職

し、再就職を目指す方 

定 員：20 名 

受講料：12,000 円（テキスト代含む） 

※大野城市内在住・在勤で生活保護等

の受給者対象に受講料減額制度あ

り。詳細はお問い合わせください。 

5555 月月月月 19191919 日日日日（（（（土土土土））））    

多目的多目的多目的多目的ホールホールホールホール    

13131313：：：：30303030～～～～15151515：：：：00000000    

男女共同参画条例男女共同参画条例男女共同参画条例男女共同参画条例制定制定制定制定記念講演会記念講演会記念講演会記念講演会    

大野城市では平成 18 年に「大野城市男女共同参画条例」が施行されました。 

一人ひとりが豊かな人生を送るために、条例を生活に活かすにはどうしたらよいかをみんな 

で考えてみませんか。 詳細は、アテナ４月号をご覧ください。 ※申込期間 4/9（月）～    

男女平等推進センターは、男女共同参画を男女平等推進センターは、男女共同参画を男女平等推進センターは、男女共同参画を男女平等推進センターは、男女共同参画を推進する市民活動推進する市民活動推進する市民活動推進する市民活動団体団体団体団体を応援します！を応援します！を応援します！を応援します！    
    応募方法などの詳細は、お問い合わせください。  ※募集期間 5/1（火）～5/31（木） ご応募お待ちしています。    

★★★★講座、イベント講座、イベント講座、イベント講座、イベント等等等等のお申し込み・お問い合わせはのお申し込み・お問い合わせはのお申し込み・お問い合わせはのお申し込み・お問い合わせは⇒⇒⇒⇒男女平等推進センターへ男女平等推進センターへ男女平等推進センターへ男女平等推進センターへ    
〒816-0934 大野城市曙町２丁目３番１号           左のマークのある講座・公演は託児 

ＴＥＬ（０９２）５８６－４０３０             が利用できます。開催日の 1週間前 

ＦＡＸ（０９２）５８６－４０３１                        までにお申し込みください 
開館日時／月曜日～金曜日  9 時～19 時                  ・1人 1回 600 円 

        第 2・4土曜日   9 時～17 時                  ・満 1歳～小学校就学前まで 
閉 館 日／第 1・3 水曜日、第 1・3・5土曜日   

日曜日・祝日、年末年始           ホームページ http://www.madokapia.or.jp/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

予想どおり、開場時間のずい分前から来場者の列

ができていた。トークショー出演者の植木理恵さん

はテレビ番組で活躍中の心理学者、佐々部清さんは

映画「半落ち」そしてトークショー後に上映され

「ツレがうつになりまして。」の監督となれば、

さもあらんというところだ。 

 

 

 

 

 

 

 

開始直後、ナビゲーターの林田館長から「透き通

ったすてきな声ですね」、植木さんからは「お話が

上手ですね」と立て続けにほめられた佐々部監督は、

はにかんだような笑顔になった。ステージ上が和ん

だ雰囲気になったところで、植木さんは自分自身が

心理学者になった経緯や、現在出演中の「ホンマで

っか!?ＴＶ」での出演者との楽しいエピソードを紹

介。佐々部監督はなぜ「ツレがうつになりまして。」

を映画にする気持ちになったかを語られた。自分の

周りにも「うつ病」で苦しんでいる人や自殺した人

が多く、原作（同名のコミックエッセイ）を読んだ

時にこれを映画にしたら「うつ病」が理解してもら

いやすいのではないかと思い、5 年前にシナリオを

持って原作者の細川貂々（ほそかわてんてん）さん

を訪ねたのが 5年前。あしかけ 4年かけて撮り上げ

たとのが本作品。そこで専門家の植木さんが心理学

的に診た「うつ病」になりやすい人の性格やその回

避法を話された。まじめに几帳面に多くの人と付き

合おうとすると苦しくなるのは当然で、すべての付

き合いをきちんとする必要はない。何かトラブルが

あった時は無理に忘れようとしないで、あえて 2週

間ほど考え落ち込む。するとばかばかしくなって、

「もういいや！」と思えるようになる。自己肯定感

を持ち、自分が好きである事が軸にあれば、大丈夫。

誰かの役に立っていることが＜生きる力＞になる

等々。「なるほど…」という雰囲気が会場に漂う。

ちなみに夫がうつになると、映画の様に妻は頑張る

が、妻がうつになると弱る夫が多いとか。映画界で

も最近は女性のスタッフの方が元気で頑張ってい

ると佐々部監督。二人とも女性の強さを強調された。

次に佐々部監督が映画を撮る上で大切にしている

ことを 2点挙げられた。一つは「何を撮ったか」で

はなく「何のために撮ったか」ということ。それは、

俳優 高倉健さんと仕事をした時に言われた言葉

だそうだ。もう一つは、80 才の（佐々部監督の）お

母さんにも解る映画をつくるように心がけている

ということだ。林田館長が「だから私たちにも解り

やすいのですね」と納得。「次は東北の被災地にエ

ールを送る事が出来るような映画をつくりたい」と

これからの映画作りに対する強い信念を語られた。

いよいよ「ツレがうつになりまして。」の見どころ

について。主演の夫婦を演じる宮﨑あおいさんと堺

雅人さんのナチュラルな演技や教会での「病めると

も健やかなる時も…」の場面で人が人を思いやる事

のすばらしさを感じてほしいし、家族の一員である

イグアナがいい役回りをしているところも観てほ

しいと語られた。最後に、この会場を出るときに「夫

婦って素敵だ」と思ってもらえたら嬉しいと思いを

結ばれた。さて肝心の映画の感想は、近々発売され

るDVDをご覧いただきたいとの監督の意向を考慮し

て、私のそれは差し控えさせていただきたい。ただ

主人公の夫である＜ツレ＞がこだわった梯子だか

の「髙」にはこれから気をつけようと思った。 

何のことか気になった方はぜひ DVD を！！ 

           （情報サポーター M.K） 

 

あなたとわたしのハートフルトーク 

「がんばらない」生き方 

日にち：1 月 15 日（日） 

トークショー：植木理恵さん・佐々部清さん 

映画上映：「ツレがうつになりまして。」 

ヒト・ヒト･･･沢山の来場者。 

ほんわかハッピー、 

ホロッと泣けました。 

(Ｃ)2011「ツレがうつになりまして。」製作委員会 



 

 

 

 

 

 

 

三人の個性豊かな講師がリレー形式で語ったこの 

講座は、講師が互いに他の講師の話に聞き入り相槌

をうったりしながら、

受講者と一緒に楽しく

聴講された。 

    

    

    

    

自分自分自分自分のののの会社会社会社会社をもちたいをもちたいをもちたいをもちたい！！！！自己実現自己実現自己実現自己実現のののの為為為為にににに    

トップバッターは民間会社社長業の池内さん。最初

は弁当屋がはじまりで、「お金がもらえる」と「美味

しかったの言葉」が事業を続けるキッカケだった。40

歳で『女性のライフワークを応援する』をコンセプト

に育児・家事・介護を支援する「家庭総合サービス会

社」を設立。13 年経って、保育所 90 ヶ所を中心に年

間 15 億円の売上げとなり、時代のニーズに合った会

社は急成長した。仕事を通して世の中の役に立ってい

るということや人は理念だけでなく繋がりが大事だ

ということも常日頃、社員に語り掛けていると言う。 

女性の所得が増えることで経済が活性化するので、子

育てをしながら働ける場の提供を行い、誰もが子ども

二人は育てられる社会環境をつくって行きたいと結

ばれた。受講者からの＜男性社員の割合は？＞の問い

に対して、現在社員数は 900 人で、男性っぽい女性は

多いが（笑）男性の数は大変少ないとの事。社長曰く、

男性はめげないのでやりやすいが、女性は結婚という

逃げ道をまだ持っているとの辛口の指摘もあった。 

 

アマチュアライダーがアマチュアライダーがアマチュアライダーがアマチュアライダーが、、、、NPONPONPONPO 法人法人法人法人をををを立立立立ちちちち上上上上げるまでげるまでげるまでげるまで    

二番目は NPO 法人代表理事の大谷さんの講話。独身

時代の趣味はバイクで、サーキットを疾走、交際はバ

イクが取り持つ縁とのこと。結婚後、大野城市の住人

となり、三世代 10 人家族を切盛りする子育てに一生

懸命のお母さんだった。1998 年に「子連れママグルー

プ びぃ～んず」を結成、翌年には「びぃ～んずキッ

ズ」という情報誌を発刊する。根っから子ども好きと

みえて、通信教育で保育士の資格も取得されてのグル

ープ結成と、念のいったこだわり派と感じとれた。 

 活動規模が広がり小児科医師や行政との繋がりが

密になるに従い NPO 法人化へ活路を見出し、仲間と学

習を重ね、設立。活動をする中で、地域のお母さん方

の悩みは情報誌で聞くことができたが、支援する側の

自分達にも自身の子育てと NPO活動のバランスに行き

詰まるという悩みもあった。熱のある子どもを同行し

て取材に行き、子どもの病気が悪くなってしまった経

験を反省し、○取材は何かあった時の為に二人ひと組

でやること ○子どもが起きている時は「びぃ～んず

の仕事をしない＝パソコンを開かない」をスタッフ全

員のルールとして決めたとのこと。何はともあれ、家

族の理解が一番必要のようだ。 

 

幼幼幼幼いいいい頃頃頃頃からのからのからのからの夢夢夢夢、、、、司法試験司法試験司法試験司法試験にににに 11111111 回回回回チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ    

 最後は、行政書士資格取得から出発し、子育てと疲

労からの体調不良を克服して弁護士になった秀島さ

ん。話しの大半を占めたのは秀島流司法試験合格術＆

奮闘記で、費用や時間の無い中で資格を取るには、公

的機関主催事業の活用と時間の有効利用、資格取得を

続けるか否かの判断力と念を押された。また、専門の

離婚訴訟の生々しい現実も話された。最後に、憲法 14

条(国民は法の下に平等)を掲げ、社会問題でもある独

身女性の貧困と男女差別は、自分自身に起こりうる問

題として考えねばならないと結ばれた。 

話しを聞けば聞くほど私にはとても真似が出来な

い、努力家というか執念の塊のような人とお見受けし

た。体調不良に悩みながら、華奢な身体で 11 回チャ

レンジのファイトはどこから沸いてくるのだろう。講

話後、司法試験に 2回チャレンジしてあきらめ、行政

書士資格をとった受講生（本人いわく講師と同年輩）

から「司法の世界にはまだまだ女性弁護士さんが少な

い。社会的に絶対に必要な職種。今後もがんばってく

ださい。」とエールが送られた。 

今日の話をきいて、もし私が離婚訴訟を起すなら男

性の弁護士にするか、女性の弁護士にするか大いに悩

むところだ。訴訟を起したり、起されたりすることが

ないように祈るばかりである。 

(情報サポーター K.K) 

1 歩前に進むために  

女性リーダー養成講座    ＜＜＜＜第第第第 1111 回回回回＞＞＞＞    

        ～リレートーク～～リレートーク～～リレートーク～～リレートーク～多様な個性を活かす 

日にち：日にち：日にち：日にち：2222 月月月月 4444 日（日（日（日（土土土土））））    

講講講講    師：師：師：師：池内池内池内池内    比呂比呂比呂比呂子さん子さん子さん子さん（会社経営者）（会社経営者）（会社経営者）（会社経営者）    

                大谷大谷大谷大谷    清美さん清美さん清美さん清美さん（（（（NPONPONPONPO 法人代表理事）法人代表理事）法人代表理事）法人代表理事）    

                秀島秀島秀島秀島    美穂さん美穂さん美穂さん美穂さん（（（（弁護士）弁護士）弁護士）弁護士）    

3 人の講師から 
「1歩ふみ出す」元気
と勇気を 
いただきました！ 

（受講者ｱﾝｹｰﾄより） 



相談のご予約・お問合せは・・・相談のご予約・お問合せは・・・相談のご予約・お問合せは・・・相談のご予約・お問合せは・・・    

����０９２－０９２－０９２－０９２－５８６－４０３５５８６－４０３５５８６－４０３５５８６－４０３５へへへへ 

◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆平成平成平成平成 22222222 年度大野城市男女共同参画事業所調査年度大野城市男女共同参画事業所調査年度大野城市男女共同参画事業所調査年度大野城市男女共同参画事業所調査のののの報告書報告書報告書報告書についてについてについてについて◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆    

大野城市では、市内の民間事業所を対象に、職場に

おける女性の積極的活用に向けた雇用管理や就業実態、

男女の家庭と職場の両立支援状況並びに育児・介護支

援などについて調査をしました。育児休業の利用状況

等については、女性従業員の出産者に占める育児休業

の取得率が 67.5％であるのに対して配偶者が出産した

男性従業員での取得は、1.2％でした。また「育児休業

を終了した従業員のうち復職したのは 8.5％と前回調  

査（平成 17年度）の 5.3％より 3.2％と僅かながら   

の増加。なお、男性従業員の育児休業取得等育児参加を

促進するための措置については、「何も講じていない」

が 47.5％（前回調査 41.7％より 5.8％増加）と過半数な

がら、その他として「各人の状況に応じて勤務体制の変

更」「勤務シフト表作成時に休暇予定の申請ができる」

など具体的な例も増えたことに注目したいと思います。    

◆調査期間：平成 22年 9/1～9/15 ◆調査票回収数：437社  

◆報告書は男女平等推進センター図書コーナーに設置   

◆大野城市ホームページに掲載

 

 

 

    ☆☆☆☆大野城まどかぴあ 相談室のご案内  ☆    
相談は無料です。まずはお電話してください。 

※託児の必要な方は、予約が必要です。 

 ■総合相談・・・月曜～金曜総合相談・・・月曜～金曜総合相談・・・月曜～金曜総合相談・・・月曜～金曜    9999 時～時～時～時～17171717 時時時時    

※土・日・祝日と休館日はお休みです。 

    面接相談（要予約）と電話相談ができます。 

■臨床心理士による相談・・・火曜・木曜月臨床心理士による相談・・・火曜・木曜月臨床心理士による相談・・・火曜・木曜月臨床心理士による相談・・・火曜・木曜月 4444 回回回回 

面接、電話相談。予約してください。 

生き方、夫婦・親子関係、対人関係、仕事のこと、 

DV の相談など、気持ちの整理をしませんか。 

臨床心理士が相談を受けます。 

＜今月の相談日程＞＜今月の相談日程＞＜今月の相談日程＞＜今月の相談日程＞    

3333 月月月月 1111 日・日・日・日・22222222 日・日・日・日・29292929 日（木）、日（木）、日（木）、日（木）、13131313 日（火）日（火）日（火）日（火）    

■■■■法律相談・・・毎月第法律相談・・・毎月第法律相談・・・毎月第法律相談・・・毎月第 1111～～～～4444 木曜日木曜日木曜日木曜日 13131313 時～時～時～時～16161616 時時時時    

    面接相談のみ。予約してください。 

    弁護士が相談を受けます。 

■おしごとおしごとおしごとおしごと相談相談相談相談・・・毎月第毎月第毎月第毎月第 2222 水曜日水曜日水曜日水曜日 10101010 時～時～時～時～12121212 時時時時 

    面接相談のみ。予約してください。 

福岡県福岡労働者支援事務所の労働相談員、   

就業アドバイザーが相談を受けます。 

 

 

 

日 曜 予 定 

1 木     

2 金 親子のためのブックタイム①    

3 土 ｾﾝﾀｰ閉館日ｾﾝﾀｰ閉館日ｾﾝﾀｰ閉館日ｾﾝﾀｰ閉館日    第 16回大野城男女共生ﾌｫｰﾗﾑ 

4 日 
ｾﾝﾀｰ閉館日ｾﾝﾀｰ閉館日ｾﾝﾀｰ閉館日ｾﾝﾀｰ閉館日            

第 16 回大野城男女共生ﾌｫｰﾗﾑ（ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ） 

5 月  

6 火 第 16 回大野城男女共生ﾌｫｰﾗﾑ（ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ） 

7 水 休館日休館日休館日休館日    

8 木     

9 金  

10 土 第 16 回大野城男女共生ﾌｫｰﾗﾑ  

11 日 ｾﾝﾀｰ閉館日ｾﾝﾀｰ閉館日ｾﾝﾀｰ閉館日ｾﾝﾀｰ閉館日    

12 月 ﾏﾏﾎﾟｹｯﾄ定例会 

13 火 
啓発サポーター定例会 

男女平等推進ｾﾝﾀｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会① 

14 水 情報サポーター編集会議 

15 木     

16 金 親子のためのブックタイム② 

17 土 ｾﾝﾀｰ閉館日ｾﾝﾀｰ閉館日ｾﾝﾀｰ閉館日ｾﾝﾀｰ閉館日 

18 日 ｾﾝﾀｰ閉館日ｾﾝﾀｰ閉館日ｾﾝﾀｰ閉館日ｾﾝﾀｰ閉館日            

19 月  

20 火 ｾﾝﾀｰ閉館日ｾﾝﾀｰ閉館日ｾﾝﾀｰ閉館日ｾﾝﾀｰ閉館日 

21 水 休館日休館日休館日休館日    

22 木  

23 金     

24 土  

25 日 ｾﾝﾀｰ閉館日ｾﾝﾀｰ閉館日ｾﾝﾀｰ閉館日ｾﾝﾀｰ閉館日    

26 月  

27 火   

28 水  

29 木     

30 金     

31 土 ｾﾝﾀｰ閉館日ｾﾝﾀｰ閉館日ｾﾝﾀｰ閉館日ｾﾝﾀｰ閉館日    

３月の男女平等推進センター 

****あとがきあとがきあとがきあとがき**** 私は、亭主関白を美しいと考える年代
である。その私が何故『男女平等推進センターの情報
サポーター』に関わったかというと…？？？  
2011年 8月退職を機に、時間を如何に過ごすかと“情
報サポーター養成講座”に参加し、男女平等について
考えさせられることになったのがきっかけである。 
昨年 9月からの私の一日は、パートナーが勤めに出

かけた後の食器洗いに始まり、時には洗濯・掃除・片
付け等々、実に忙しい。『三食昼寝つきの髪結い亭主』
への望みはどこへやら、奥様方の大変さを思い知らさ
れることとなった。 
話変わって“人間らしさ”の起源は 20 万年前。そ

れから延々と苛酷な環境で人間が生き残れたのは、互
いに協力し合う「絆」を大切にしたからだそうだ。 
《世の男女の皆様へ》若い人も歳を重ねた人も、この
“人間らしさ”を持ってお互いを思い 
やりましょう。でも、私はやっぱり 
“亭主関白”でいたいなぁ～。 
パートナーさん、よろしくね。 

（情報サポーター M.T） 

「すてっぷ」のバックナンバーがＨＰでご覧いただけ「すてっぷ」のバックナンバーがＨＰでご覧いただけ「すてっぷ」のバックナンバーがＨＰでご覧いただけ「すてっぷ」のバックナンバーがＨＰでご覧いただけます。ます。ます。ます。    

まどかぴあ HP⇒男女平等推進センター ⇒すてっぷ 

お問い合わせは、お問い合わせは、お問い合わせは、お問い合わせは、☎☎☎☎555588886666----4034034034030000（（（（男女平等推進センター）男女平等推進センター）男女平等推進センター）男女平等推進センター）    


