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・ 事業レポート   アスカーラいきいき健康教室（前期） 

映画でみる男女共同参画～『マンマ・ミーア！』上映会～ 

・ 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。 

大野城まどかぴあ男女平等推進センター アスカーラ 
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元号も変わり「令和」の時代

になって初めての「アスカーラ

いきいき健康教室」が始まった。

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だ。

自分の身体と向き合える健康づ

くり体操や年齢を重ねても、健

康で安全な生活を営むことのできるコツを藤・船越

両先生に教えてもらった。 

藤先生は身体を動かすこと

が大好きだったので、30 歳か

ら今の仕事を始めて42年にな

るそうだ。この仕事をしてい

て一番の喜びは、レッスンが

終わり、生徒さんたちに「身

体が楽になった」「気持ちがよ

かった」と声をかけられることだそうで、「私の宝

物」だと言われた。今回の参加者は新しい人が多く、

全く初めてという人もいた。全体で50名位。前年度

のヘルシーエクササイズからの継続者は 30％位で、

当方も継続して10年近くなる。身体を動かすだけで

はなく、音楽のリズムに合わせて動いていると楽し

さがあり、身体もそれに合わせて動いてくれる。終

わるころには、心

身ともにリラッ

クスした気分に

なれるし、身体も

軽くなる。 

 

 

 

 

元気に過ごすには

先ず、二本の足で歩き

身体を動かすこと。頭

を使って脳を動かす

ことだ。運動は積極的

にやることが一番だ

が、その運動が嫌にな

らないことが何より大切な事だと言う。現在、藤先

生が推進していることは「筋力トレーニング」「全

身持久力運動」「インナーマッスル」。これらは日常

生活のあらゆる所に存在する可能性がある。僅かな

立ち上がりや階段の上り下り等、筋力を使ってその

動きを実現でき

る。歩くことは

有酸素運動であ

り、なるべく家

に引きこもら

ず近所のスー

パーの買い物や公園の散歩等、自分の足で歩いてい

くことも運動の第一歩だと指摘された。日常生活の

なかで自分の好きな事をやれるのが一番だとは思

うが、一人ひとりのライフスタイルに合わせ、今や

れる事から始めていけば安全な健康生活もでき、百

年人生も夢ではないのかも…。 

（情報サポーター スピカ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アスカーラいきいき健康教室（前期） 

何歳になっても輝くための身体づくり（全 2 回） 

日にち：5 月 9 日・16 日（木） 

講 師：藤
とう

 像救子
みちこ

さん、船越 光子さん 

（日本健康体操連盟） 

ライフステージに合わせた

身体づくり！ 

健康づくり運動のポイント 

藤 像救子さん 

太ももの内側を鍛える！ 

船越 光子さん 

身体の側面が伸び～る！ 

手足を揺すってぶらぶら～！ 
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毎年大好評の男女共生講座が今年も 8月からスタートします！ 
毎回素敵な講師をお迎えして、様々な分野からみなさんの好奇心を刺激します。お気軽にご参加ください！ 

大野城市男女共生講座 

回 日時 テーマ・講師 

1 
8 月 20 日（火） 

10:00～12:00 

名作「瞼の母」で学ぶ ～シニアライフと法律～ 

川原 修（行政書士） 

2 
9 月 11 日（水） 

10:30～12:00 

夫源病って？ ～もっと楽にやっていける夫婦関係～ 

石蔵 文信（医師、大阪大学人間科学研究科未来共創センター招聘教授） 

3 

①10月 7日（月） 

②10月 11 日（金） 

9:30～15:30（予定） 

館外研修 ～朝倉被災地に学ぶ～ 

被害状況の説明や被災者の体験談をお聴きします 

4 
11月 26日（火） 

10:00～12:00 

今の子育て・孫育て 

榊田 えみ子（助産師） 

 

   

育休ママ＆パパの仕事復帰セミナー 
育休から仕事復帰をすると、環境が大きく変わります。 
育児に仕事にと疲れてしまう前に、「楽しく」「頑張りすぎない」両立のコツを学んでみませんか。 

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 

回 日程 テーマ・講師 

1 8 月 23 日（金） 
子育ても仕事も楽しく続けるために 

中山 淳子（NPO法人ママワーク研究所理事） 

2 9 月 6日（金） 
育休ママ＆パパの頑張りすぎない子育てと時短家事 

富永 由美（整理収納＆家事アドバイザー） 

 

   

【受 講 料】無料（第 3回のみ別途必要）       【会  場】多目的ホール（1 階） 

【定  員】100 名（第 3 回のみ 各日 50名予定） 

【申込方法】7 月 1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 

※第 3 回の館外研修の申し込みは、第 1 回の講座終了後に受け付けます。なお、館外研修のみの参加は 

できませんので、ご了承ください。 

【時  間】10:00～12:00      【対  象】関心のある方  

【受 講 料】無料    【会  場】301 会議室（3 階）    【定  員】30 名（先着順）       

【申込方法】7 月 1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 

http://www.madokapia.or.jp/


■4  男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ 7月号 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
今月の元気キッズ！ 

【期 間】8 月 26 日（月）～9 月 9 日（月）（全 5 回 月・金曜日）  【時間】18：30～21：30 

【受講料】8,000 円（テキスト代・資料代含む） ※商工会員の場合は 5,000 円 

【講 師】竹中 ひとみ（有限会社アキラ企画 代表取締役） 【会場】202 会議室（2 階） 【定員】20 名 

【申込方法】郵送または FAXにて受付   【申込期間】7 月 16 日（火）から 8 月 2 日（金）まで 

【申 込 先】大野城市商工会 住所：大野城市瓦田 2-6-12 電話：092-581-3412 FAX：092-581-3703 

☀今月のお楽しみ情報☀ 

○ おひざでだっこ「おはなしのへや」 

7月 2、9、16、23、30日（火）10：30～ 

ぴよぴよ（妊娠中・0歳児）第 1・3・5火曜 

よちよち（1・2歳児）    第 2・4火曜 

○ お楽しみ会 

7月 4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

をするのもいいものですよ。 

※申込不要！ 

コンピュータを使って製図を行う CAD ソフト「JW-CAD」の講習会です。建築などの設計製図だけでなく、
看板・チラシ・衣服・名刺などのデザイン、名刺などの作成にも活用できます。 

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！ 

実践！JW-CAD初級講座 

＜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 
 

※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人を対象に受講料一部助成制度があります。
詳しくは男女平等推進センター（092-586-4030）へお問い合わせください。 

立っちが上手なれんと 

ちゃん（1歳3ヵ月）。ニコ

ニコとキッズルームの中

を探検していました。 

※性別・年齢・住所は問いません 

キッズルームで 
★こんにちは★ 

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

※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。 
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 風薫る朝。毎年行われる男女共同参画条例制定記

念事業、いつもは講演会ですが、今年は映画の上映

会でした。 

 記念事業にあたって、男女共同参画条例について

お話がありました。平成18年に「大野城市男女共同

参画条例」が制定されました。この条例の基本理念

を実現するため大野城市男女共同参画基本計画が

策定されています。平成 30 年 3

月には第 4 次の基本計画が策定

されました。市長や市議会議長

のご挨拶にもありましたが、多

様な生き方の大切さを考える時

代に、令和元年の今、新時代を迎

え男女共同参画の機運が高まる

のを感じます。 

この基本計画は、平成28年に男女2000名の市民

を対象とした意識調査を行い、市民の意識に基づい

て策定されたものです。前回（平成23年）の調査時

に比べて、「男は仕事、女は家庭」といった考えに否

定的な人が増えており、このような旧来からの「固

定的性別役割分担意識」は年々薄れてきています。

一方で、社会通念や慣習等でいまだに「男性が優遇

されている」と考える人の割合が高くなっており、

実態として男女の地位は平等であるといいがたい

現状がうかがえます。（「平成 28

年度大野城市男女共同参画市民

意識調査報告書」より） 

男女の格差を変えていくに

は、まず、理想とする男女共同

参画に向けての意識改革が必要

とのことです。現在の大野城市

は、女性議員登用数の男女比は県内でも高いほうで

すが、区長（自治会長）にいたっては 1名と、男女

の格差がみられるそうです。知ることで見えてくる

ことがあります。基本計画・市民意識調査の結果等

は、ホームページで確認できます。「第4次大野城市

男女共同参画基本計画」を検索、ポチッ！ 

 

さて、映画『マンマ・ミーア！』です。男女共同

参画との橋渡しとなるのが、女優メリル・ストリー

プの存在。「大女優では非常に珍

しく、初婚を貫いている」と紹

介された彼女は、夫婦パート

ナーシップ、子育て、働く女性

と多様な生き方をしています。

女優業のキャリアも 3 度のアカ

デミー賞主演女優賞の受賞をは

じめ、枚挙にいとまがありません。女性活躍推進の

点からみても、個性と能力を十分に発揮している女

性といえるかもしれません。良妻賢母やキャリア

ウーマンの役どころが多かった以前のシリアスな

イメージに比べて、この映画では娘時代をそのまま

大人にしたようなはじけた役を演じています。映画

全体がポップで、コミカルな動きや会話に、会場内

でも笑い声がこぼれていました。朝時間を利用して、

普段できない活動をする「朝活」で、朝映画を観る

…。朝から笑っての満足感・幸福感、着実に進歩  

している男女共同参画への安心感、を思わせる一日

でした。          （情報サポーター M美） 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画条例制定記念事業 

映画でみる男女共同参画 

～『マンマ・ミーア！』上映会～ 

日にち：5 月 25 日（土） 

後 援：大野城市、大野城市教育委員会 

大野城市商工会 

多様な生き方 

井本市長 

山上市議会議長 

館長による映画紹介 
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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☆ 

㉑

㉒

㉓

 
*ひとりごと*  仰げば尊し 
 

六十の手習いでオカリナを始めて、今では
フルートも四苦八苦しながら続けている。 

下手の横好きの原点を辿れば、小学 6 年生の
転校時に遡る。香川県警の父の転勤で、弘法
大師生誕の地・善通寺市から県庁所在地・  
高松市へ。前校では男性担任で、音楽は隣の
クラスの女性担任の代講で凌いでいた。一転
して、リコーダーで当時流行の映画音楽を 
演奏しながら行進するクラスメートにカル 
チャーショックを受けた。誰もが教室のオル
ガンを弾くのにも舌を巻いた。 
熱心な音楽指導は学級経営にも功を奏し

て、まとまりも活気もあるクラスだった。  
3月、その恩師の訃報が届いた。急ぎ招集した

追悼クラス会に駆けつけた。半世紀の時空の
折々に刻んで、第 8 回の今回は15名の参加と
なった。思えば、青春の入り口のこの一年で
今日の私がある。先生、ご恩を糧に精進し  
ます。心から有難うございました。次回は  
古稀の年に松山道後温泉一泊！ 元気でいな
きゃ。     （情報サポーター 山口郁子） 

＜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 

 

7月の男女平等推進センター 

 

http://www.madokapia.or.jp/

