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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   アンガーマネジメントを学ぼう 

人の顔と名前を覚えよう 

・ 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？  「多胎児」 

・ 相談室のご案内 

・ ひとりごと 

・ 今月のアスカーラ 
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「アンガ－」は怒り「マネジ  

メント」はコントロールする事に

よって後悔しない事だ。怒らない

ことや、怒りを我慢することでは

なく必要な時にはうまく怒り、必

要ない時は怒らないようにする。

自分の怒りを上手くコントロール

し、感情に振り回されて後悔することなく、目的や

目標を見失わない人生を送ることができる。さらに、

生きていると辛いことや嫌なことがたくさんある

が、上手に感情をコントロールすることによって、

嫌なことも楽にできるようになり生きやすくなる。 

 

 

私たちを怒らせるものは「べき」と「はず」。自

分の願望、希望、欲求と相手の行動のギャップに

よって怒りが発動する。例えば子どもは親の言う事

を聞くべき、ご飯は残さず食べるべき、一生懸命に

家事や仕事をしているのだから感謝されて当然の

はず、など。正しいことのように思えることがなさ

れないと、怒りの感情が湧き不機嫌になったり、が

みがみと相手に怒りをぶつけてしまい関係が悪化

し、後悔することになる。そのようなことにならな

いためには、自分の気持ちを冷静に伝えることが必

要だ。具体的な方法として6秒は行動を起こさない。

これは怒りの感情のピークは 6 秒と言われており、

これを過ぎると怒りの感情は収まる方向にむかう

からだ。ゆっくり深呼吸したり、少しその場を離れ

て気持ちを落ち着かせる。ただしその場を離れると

きは、戻ってくる約束をしてその間自分の気持ちを

どう伝えたら解ってもらえるか落ち着いて考える。 

 

怒りは負の感情（悲しい、つらい、心配、不安な

どのストレス）の氷山の一角のようなものであるた

め、日常の生活でストレスをためず精神を安定させ

ておくことが必要だ。自分を落ち着かせる言葉（何

とかなる、大丈夫、まあまあなど）を見つけておく。

自分と語ることで感情をリセットする。気持ちが落

ち着く曲を聞いたり歌ったり、本や映画を見てあえ

て涙を流すこともストレスを溜めない方法だ。特に

講師おすすめは、息を吐きながら手足をブラブラ動

かし脱力するオランウータン深呼吸。このように平

常から心がけていると怒りをコントロールしやす

くなる。「全ての人が自

分の感情に責任を持て

れば、怒りの連鎖を断

ち切ることができると

信じています」と講師

は締めくくられた。 

 

 

質問：上手な怒り方とは？ 

回答：過去を引っ張り出さない。人格、性格を否

定しない。事実、結果だけを伝える。ルー

ルを明確に具体的に伝えておく。 
 

質問：職場等で言い争いがあったとき、周りの人

はどうすればいいか？ 

回答：退席が可能であれば退席する。自分の世界

に入って、振り回されないようにする。 
 

質問：相手に対して余裕を持つのは難しい。 

回答：我慢するわけではない。ストレスを上手く

抜いていけるようにトレーニングする。 
 

自分の正義を振りかざすと争いになる。弱者に向

かうとそれがDVや虐待になり命まで奪うことになる。 

最近では、東京の五歳女児や千葉の小学四年生女

児の虐待死に胸が押しつぶされそうになった。子ど

もを殺しても尚しつけという言葉に置き換える歪

んだ親の「べき」「はず」は私たちの心にも潜んで

いるのかもしれない…。 

（情報サポーター ちびまま） 

いますぐ実践！ビジネススキルアップセミナー 

第 1 回 アンガーマネジメントを学ぼう 

     ～怒りと上手にお付き合い！～ 

日にち：2 月 9 日（土） 

講 師：大谷 香里さん 

（一般社団法人日本アンガーマネジメント協会 

   アンガーマネジメントファシリテーター） 

アンガ―マネジメントとは 

怒りの正体 

怒りは第二次感情 

大谷 香里さん 

受講者からの質問 

オランウータン深呼吸！ 
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男性、子どものための男女共同参画事業 “パパ時間”充実セミナー 

【対象・定員】第 1 回：子育て・孫育て中の男性、小学生以上の子どもとその家族 80 名 
       第 2 回：子育て・孫育て中の男性と就学前の子ども 30 組（家族も参加 OK） 

【受講料】無料               【会場】多目的ホール（1 階） 
【持ってくるもの】第 2 回：バスタオル（床に敷いても大丈夫なもの）、飲み物 

※動きやすい服装でお越しください。 

【申込方法】6 月 3 日（月）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（※先着順） 

「子どもや孫と過ごす時間をもっと充実させたい！」と思っている男性の方必見です！ 
子育て・孫育ては期間限定。そんな限りある“パパ時間”を楽しんでみませんか？ ご家族での参加も大歓迎です！ 

回 日時 テーマ 

1 
8 月 25 日（日） 

10:00～12:00 

何が問題？何が大切？ 

～子どもの生活と『メディア（ゲーム・スマホ・タブレット・パソコン）』～ 

原 陽一郎（筑紫女学園大学 人間科学部 人間科学科 初等教育・保育 

専攻 教授、NPO 法人子どもとメディア 専務理事） 

2 

10 月 5 日（土） 

10:00～10:50（0 歳～1 歳） 
11:00～11:50（2 歳～就学前） 

家族であそぼう！ 体を使った親子運動遊び 

矢野 咲子（福岡こども短期大学 こども教育学科 幼児体育分野 教授） 

 

※申込不要！ 
毎年恒例のアスカーラまつりを夏に開催します。 
多世代で楽しんでいただける内容でお待ちしています。お楽しみに！ 

みんな集合！！ アスカーラ夏まつり 8月 3日（土）10：30～15：00 

イベントのご案内（予定） 

・アスカーラの木を育てよう！  

・わくわくカフェ 

・みんな DE 遊ぼう！にこにこマージャン 

・雑貨販売、ワークショップ 

・わくわく工作体験 

・キッズボーリング 

・はいはい競争 

（対象：8 ヵ月～12 ヵ月の子ども） 

・パッククッキング 

・男女共同参画カルタ会 

・ギャラリーモールでの子ども市・バザー 

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 

◇大野ジョーくんも 

やってくるよ！！ 

※詳しい情報は、7 月以降のチラシまたはホームページにてご確認ください。 

昨年度の子ども市の様子 

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」 

6月 4、11、18、25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 

6月 17日（月）10：30～ 

担当：HAND IN HAND 

○ 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。 

 

 

参考：ハフポスト日本版 

2019年3月23日号 

NPO法人チャイルドケア 

センター 

ご
存
知 

で
す
か
? 

えた家族を対象にした「スーパー 

ツインズ」というサークルがありま

す。多胎育児家庭の孤立を防ぐため

保育士を中心に色々な情報交換を主

としたものです。当日参加も可能で、

大野城市内及び近郊に住む方が利用

でき、同じ多胎児を育てている保護

者がホッとできるひとときを過ごし

ているそうです。このような場所を

通じて、多胎育児の大変さを家庭や

周囲が共有し、より協力しやすい環

境作りや多胎児に対する理解を深め

て、親子が安心して楽しく暮らせる

ような社会になってほしいですね。 

 

育児サークル『スーパーツインズ』 

場所：ファミリー交流センター 
    大野城市つつじケ丘 2-5-1 

次回日時：6 月 11 日（火） 
10：30～12：00 

お問合せ：ファミリー交流センター
電話 092-596-1888 

不妊治療において多胎児が増え

ています。多胎児とは、双子や三つ

子など同じ母親の胎内で同時期に

発育して生まれた複数の子どもの

ことで、多成児ともいいます。 

2018 年 1 月に愛知県豊田市で生

後 11ヵ月の三つ子の次男を床にた

たきつけて死なせた事件がありま

した。「次男は 3 人の中でも最も成

長が遅く母親を悩ませており、母親

は寝る暇もなく、うつ病の状態だっ

たが、責任能力はあった」として、

3月15日、名古屋地裁岡崎支部で懲

役3年6ヵ月（求刑懲役6年）の実刑

判決を言い渡されています。 

大野城市では、親子で安心して集

える施設として「ファミリー交流セ

ンター」があります。運営している

のは、子育て支援に取り組むNPO法

人チャイルドケアセンターです。こ

こには、就学前の多胎児をお持ちの

親子、これから多胎児の出産を控 

あ 

【日 時】6月 26日（水）10：00～16：00 

【相談料】無料 

【主 催】福岡県弁護士会、日本弁護士連合会 
092-586-4032 【電話】 

電車が大好きなはるとちゃん 

（2歳）。レールを熱心に見て

機関車を走らせていました。 

毎年、男女共同参画週間（6 月 23 日～29日）に合わせて、弁護士会主催・まどかぴあ共催で

実施している女性の権利全般に関する電話相談です。 

女性に対する暴力やデート DV、別居や離婚に関する諸問題、パワハラ・マタハラなど女性の

権利全般に関する相談及び、LGBT を始めとした性的マイノリティーに関するご相談をお聞き

します。お気軽にご相談ください。 

弁護士による臨時無料電話相談 「女性の権利 110 番」 
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「記憶力がいい人＝頭が

いい人」と勘違いしてはい

ませんか？ 頭がいいと言

うと脳の大きさ（重さ）と思

われがちですが、一般的に

1,200～1,600ｇと言われて

います。アインシュタイン

でも 1,260ｇだったようで、要は使い様です。 

苦手な人は、覚え方・脳の使い方を知らないだけ、 

自身もアクティブブレインを知る前までは、苦手

だったそうです。しかし、人の顔と名前を覚えると、

自信をもって伝えることができ、相手にも安心感を

あたえられ心理的に優位になれます。 

 

 

先ず、関連性のない単語を書かずに覚えてみると

いうことで、松井さんが 10 個の単語を 2 回ずつ言

いました。「 灯台 金網 王様 ハート サイコ

ロ はち 標識 ホッカイロ 博多ラーメン し

ずかちゃん」。 

答え合わせなしでそのまま講義がすすむ意地悪

さ。しばらくの後に答え合わせ、順番通りなら 2 点・

入っているなら 1 点。なんと全問正解 20 点が数名

いました。 

 本題「人の顔と名前を覚える」では、写真と名前

のプリントを見て行いましたが、皆さん正解率が

アップしたのは、記憶法を学んだ結果でしょう。 

 

 

記憶には、記憶力

と発想力があります。 

 記憶のコツは、リ

ラックスする・集中

する・方法を学ぶこ

とです。記憶法は、知り合い法（松井達治さんを覚

えるには、プロ野球の松井秀喜さんを思い描く、一

緒に肩を組んでいるところまで）・ニックネーム法・

漢字法・そっくりさん法・ストーリー由来法などが

あります。これらを全て駆使して覚えると、さらに

有効で、覚えると決め、自信を持って挑みましょう。 

 

 

 参加者から集めた 15 個の言葉を受講者の一人に

「ハイと言ったら（その間隔数秒）次を」の要領で

読み上げて頂き、松井さんが覚えますとのこと。ち

なみに「 時計 筆箱 黒板 りんご 携帯 スク

リーン ジャケット 眼鏡 コスモス 赤ペン

納豆 お茶 エレベーター 焼き鳥 折りたたみ

傘」でした。 

 では、1 番から15 番目までいいます。全問正解！

（拍手～） 逆からも言えます。これまた全問正

解！！（拍手～） 皆さん番号を言ってください。こ

れまた正解！！！（拍手～） 「松井先生お見事です」 

 

 

 「同席の人と、きょう

学んだこと・感想をシェ

アして下さい」約 80 名

の受講者は、それぞれの

思いを語り合い、あっと

いう間の充実の 2 時間でした。 

 

 

 今回、確かに覚えられる気がしてきました。一週

間たったいまも、そのとき実践した回答の85％以上

を覚えています。特に、人物写真と名前は記憶して

います。それと言うのも、自然と思い返しているか

らでしょう。講師も日々努力されるとききました。 

 ということは、凡人の私は更なる努力が必要と 

実感しています。 

 人と会話するときは、常に「○○さん」と相手の

名前を言って会話するのがコツです。 

（情報サポーター 下大利いもだんしゃく） 

 

 

いますぐ実践！ビジネススキルアップセミナー 

第 2 回 人の顔と名前を覚えよう 

～記憶力アップでキャリアアップ！～ 

日にち：2 月 16 日（土） 

講 師：松井 達治さん 
（合同会社想真代表、記憶力アップコンサルタント
アクティブブレイン協会マスター講師） 

記憶力と効果 

記憶ゲームをしましょう 

記憶のコツと記憶法 

え～っ！！ 

なっとく～！！ 

甘くな～い！！ 

松井 達治さん 
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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* 
 

 200 年ぶりの天皇譲位、新天皇即位に伴う元号は 
「令和」。江戸時代最後の元号は慶応、明治、大正、   
昭和、そして平成。元号にはどれをとっても国民の平和
や平穏の深い思いが込められています。 
 令和の時代が始まりました。私は昭和の時代に生を受
け、平成の時代に「男女共同参画社会の実現に向けて」、
大野城女性の会をはじめ大野城共生ネットワークと共
に活発に活動を続けてきました。志を同じくする仲間と
皆が健康で目的に向かって邁進できたことは、平成の大
野城市の女性の活動として、その歩みは貴重で、記憶に
とどめておきたいと思います。そして令和の時代も引き
続き、女性の地位の向上と意識の高揚のために活動を継
続し、男女共同参画社会への実現に向けてさらに老若男
女の市民の皆さんと共に確実な歩みを進めていきたい
と思っています。 
 昭和、平成の時代にたまった物を断捨離して、家の中
も気分も新たに令和の時代を迎えようと取り掛かった
のですが、衣類、本、書類、食器、その他、等々・・・
短期間で整理片付けは無理ということが分かりました。 
 人生 100 年の時代、復路の半ば、家の中の荷物を 
3 分の 1 くらいにして“生き返った”という人のことば、
「物の処分」は「人生の整理」そして「命を浄化する」
「人生再生の方法に繋がる」と聞き、後期高齢者に  
とって前向きに生きる光明をえたようで勇気づけられ
ました。8 年前母の家の片づけをした時のようにはさば
けません。時間はかかるし、体力、気力は必須。新しい
時代、暮らしの仕切り直しをするいい機会となりまし
た。        （情報サポーター 安成 惠子） 

6月の男女平等推進センター 
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