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・ 事業レポート   プチ起業実現セミナー ～夢をステップアップ！～ 

避難所運営『ＨＵＧゲーム』 

・ 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？  「4月から」 

・ 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 

2019．8．1発行  第 245号 
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松永さんは、広告ツールを制作する印刷会社経営

者で、プチ起業として紅茶店の経営も経験したそう

である。現在は本業のかたわら 

講演会を通して、女性のプチ起業

に必要な知識や悩みの相談を受

けながら活動を続けられている。

かたやその様な見識をかわれ、 

内閣府男女共同参画推進連携 

会議の有識者議員も務める。 

 

初回は、ワークショップで受講生の自己紹介が 

行われた。ハンドメイド作家ですでに起業を始めて

いる人、亡くなった娘さんの日記に触発されて模索

している人、雇用保険が切れたので生計の為にプチ

起業を考えている人など、様々な人達である。  

「経営の迷子になっていませんか？」と問いかける

と、受講生は「そうだ！」というように与えられた

テーマについて話が弾む。講評のおりに「友達の 

意見より起業仲間の意見を」とアドバイスをする。

友達はひいき目に、起業仲間はシビアに言ってくれ

るからだそうである。話は大いに盛り上がりを見せ、

昼食時間にも松永さんを囲んで、プチ起業の話が 

弾む状況にビックリ。昼からの後半は、金融公庫の

北田さんから、公庫の概要や「女性向け創業支援」

融資に当たっての説明が行われた。 

2 回目の講習内容で印象に残ったのは、「創業者と

して必要な資質はなにか？」であった。「企業は  

ひとなり！」と云われるが、「創業もひとなり！」

だそうである。創業を成功させるには「頭の中で 

描いている想い」を実際に紙に書くことが重要であ

ると。それ以上に創業者である自分自身が、パワー

アップする必要があるとの話である。それには下記

の項目をチェックする必要があると指摘される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体を通じて、プチ起業を試みようとする受講生

の悩みや疑問に答え「起業に向けての第一歩を踏み

出す手助けをしよう」という強い気持ちが伝わって

くるセミナーだった。 

（情報サポーター 倉町 賢一郎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性のための起業支援セミナー 

プチ起業実現セミナー 
～ 夢をステップアップ！～ 

日時：6 月 1 日・8 日（土）10:00～14:30 

講師：松永 幸子さん（ハロー代表） 

   北田 貴司さん（株式会社日本政策金融公庫 

福岡西支店 融資第三課長） 
わきあいあいのランチ交流会の様子 

松永 幸子さん 
1．情熱と信念  「何がなんでもやりとげる」 

という熱い情熱と信念 

2．優れた独創性 自分の強みの打ち出し 

3．事業の経験  事業知識について顧客より 

優っていること 

4．幅広い人脈  人脈とコミュニティ 

5．情報処理能力 集めて活用出来るように 

まとめる 

6．自己資金   水道の栓を閉めてもポタポタ 

と落ちるのと同じにお金が 

出ていく 

北田 貴司さん 講師の熱心な指導 
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【時 間】各回 13:30～15:00 【対 象】健康づくりに関心のある女性 【受講料】無料 【定 員】各

回 50名（先着順） 

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 
※8/13～15の開館時間は、9 時～17 時とさせていただきます。 
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 

アスカーラいきいき健康教室（後期） 
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！ 

１回のみのお申し込みも可能！ 

   

日にち テーマ・講師 会場 

10 月 10 日（木） 

10 月 31 日（木） 

「何歳になっても輝くための身体づくり part2」（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） 

11 月 14 日（木） 

11 月 28 日（木） 

「活き生きのススメ！健康寿命を延ばそう part2」（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） 

11 月 21 日（木） 

12 月 12 日（木） 

「適材適食～ちゃんと食べてしっかり健康。美味しくて楽しくて元気に 

なれる食事の話～ part2」（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） 

未定 お医者さんをお呼びして、健康に関する講演を行います。お楽しみに！ 

 

【時 間】各回 13:30～15:00   【対 象】健康づくりに関心のある女性   【受講料】無料  

【定 員】各回 50 名（先着順） 

※10/10、10/31、11/14、11/28 は、飲み物・汗ふきタオルを準備して、動きやすい服装でお越しください。 
※10/10、10/31 は、バスタオル（ヨガマット）・フェイスタオルをご持参ください。 

【対  象】大野城市在住の小学生・中学生 

【応募点数】図画ポスター、標語 どちらも 1 人 1 点まで 
（両部門への応募可能） 

【応募期限】9 月 27 日（金）まで 

【提 出 先】公立学校の小中学生は在学の小中学校 

私立学校の小中学生は男女平等推進センター 
（大野城まどかぴあ 3 階） 

【表  彰】大野城市長賞…各 1 点 

  大野城市教育委員会教育長賞…各 1 点 
男女平等推進センター所長賞…各 1 点 
アスカーラ賞…各 5 点 、 佳作…各 15 点 

（上記の各賞・佳作に賞状・副賞あり） 

学校賞…全体で 1 校 （賞状あり） 

【表 彰 式】令和 2 年 2 月 16 日（日） 

【展示期間】令和 2 年 2 月 6 日（木）～2 月 24 日（月） 

アスカーラ「男女共同参画」小中学生図画ポスター・標語コンクール 
男女共同参画に関する図画ポスターと標語を、これからの社会を担う小中学生から募集します。 
自信がある人も、そうでない人も、みんなでチャレンジしてみよう！ 

※応募作品の著作権など一切の権利は主催者に帰属するものとします。 

後援：大野城市、大野城市教育委員会 

市長賞（平成 30 年度 図画ポスターの部） 

市長賞（平成 30 年度 標語の部） 

http://www.madokapia.or.jp/
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共催事業 

 

＜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 

参考：日本年金機構HP 

   厚生労働省 HP 

日本年金機構 HP 

今月の元気キッズ！ 

キッズルームで 
★こんにちは★ 

日本に住んでいる 20歳以上 60歳未満の

人はすべて国民年金に加入することに 

なっています。そのうち、自営業者・農業

者とその家族、学生、無職の人等、第 2

号被保険者、第 3号被保険者でない者が

第 1号被保険者です。 

☀今月のお楽しみ情報☀ 

○ おひざでだっこ「おはなしのへや」 

8月 6、13、20、27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 

8月 22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。 

 

 

次世代育成支援の観点から、国民

年金第 1 号被保険者が出産を行っ 

た際に、出産前後の一定期間の国民

年金保険料が免除される制度が平

成 31 年 4 月から始まりました。出

産予定日又は出産日が属する月の

前月から 4 か月間の国民年金保険 

料が免除されます。なお、多胎妊娠

の場合は、出産予定日又は出産日が

属する月の3か月前から6か月間の

国民年金保険料が免除されます。 

※出産とは、妊娠 85 日（4 か月）以上の

出産をいいます。 
 

対象となるのは「国民年金第 1 号

被保険者」で、出産日が平成 31 年

2 月 1 日以降の方。出産予定日の 6

か月前から届出が可能です。住民登

録をしている市（区）役所・町村役 

場の国民年金担当窓口へ届書を提

出してください。 

 

この制度により、フリーランスの

方も産前産後期間の年金保険料免

除ができるようになりました。 

制度を上手に活用しましょう。 

詳しくは日本年金機構の HPをご

覧ください。 

 

ままいるの家族の笑顔応援講座 こどもに伝える「せい」の話 

音が出るオモチャが大好きな

りりなちゃん（1歳 6ヵ月）。

お歌も上手です！ 

 

「赤ちゃんはどこから産まれてくるの？」子どもからの素朴な質問に戸惑い、答えられないことは 
ありませんか？ 私たちが正しい「せい」の知識を知り、愛情と自信を持って子どもたちに伝える 
ことが大切だと考えます。 

【日 時】9 月17 日（火）10:00～12:00  【受講料】300 円  【会 場】小ホール（2 階） 

【講 師】佐藤 繭子（福岡県立大学大学院 看護学研究科 助産学領域 助教） 

主催：ままいる     ※詳細は、ままいるホームページにてご確認ください。 
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 参加者は各区からの協力も得て約35名。各班4～

5 名でゲームを体験した。ルールの説明を聞き、  

とにかく始めてみる。ゲームに慣れてくると次第に

熱が入る。「へぇ～、こんなゲームがあるんだー」 

これが素直な私の感想。 

「HUG ゲーム」は避難所運営を皆で考えるための

ひとつのアプローチとして静岡県が考えたもの。 

避難者の年齢や性別、国籍やそれぞれが抱える事情

が書かれたカードを、避難所の体育館や教室に見立

てた平面図にどれだけ適切に配置できるか、また 

避難所で起こる様々な出来事

にどう対応していくかを模擬

体験していくゲームだ。プレー

ヤーは、このゲームを通して 

災害時要援護者への配慮を 

しながら部屋割りを考え、また

炊き出し場や仮設トイレの 

配置などの生活空間の確保、視察や取材対応といっ

た出来事に対して、思いのままに意見を出し合った

り、話し合ったりしながらゲーム感覚で避難所の 

運営を学ぶことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本は世界有数の地震国であると同時に、豪雨、

台風…と自然災害とは背中合わせの生活だ。記憶に

新しい昨年の西日本豪雨は近隣の町での災害で 

とてもショックだった。 

いつ自分が被災者となり避難所での生活を余儀

なくされるかわからない。また、避難所の運営を 

する立場になるかもしれないということもある。 

準備と心構えは誰もがしておかなくてはならない。 

そのためにも「HUGゲーム」のような疑似体験を  

何度も繰り返し行い「いざ！」という時に慌てず 

冷静な対応ができるようにしておきたいものだ。 

「HUGゲーム」を取材した日の夜は、九州北部  

地方に大雨が降った。翌朝に雨雲は中国・四国地方

へ移動。国が昨年7月の西日本豪雨の教訓を受けて、

平成 31 年 3 月から運用を始めた 5 段階の防災情報

のうち上から2番目の「警戒レベル 4」に匹敵し、

広島市を中心に23万人に避難勧告が発令された。 

私の実家のある山口県岩国市も含まれていた。 

心配して電話をしたのに、父は「雨はちぃーたぁー

ふっちょるが、せわぁーないでー」（訳：雨は少し

降っているけれど、心配はない）と…。父 79 歳、

母 75 歳。立派な高齢者である。 

  （情報サポーター 遠田真琴） 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたとわたしのための元気塾 第１回 

避難所運営『 HUG
ハ グ

ゲーム 』 

日にち：6 月 6 日（木） 

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） 

挑戦！「HUG
ハ グ

ゲーム」 

防災ほっとキッチン 

避難所運営ゲーム『HUG』 

HUGとは、H（hinanzyo避難所） 

U（unei運営） 

G（gameゲーム） 

の頭文字を取ったもので、英語で「抱きしめる」

という意味。 

避難者を優しく受け入れる避難所のイメージと 

重ね合わせて名付けられた。 

       
        （静岡県公式HP「ふじのくに」参照） 

災害の記憶と教訓 

知恵を出し合い避難所運営 どのグループも真剣です！ 

防災情報を 5段階の「警戒レベル」でお知らせ 

（内閣府資料より作成） 
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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☆ 

 
 

 

昨年のすてっぷ 6 月号、ひとりごと『学問に遊

ぶ』から早 1 年。―それは、昨年末の飲みの席で

の出来事。同席していた方の口から「論文を書い

てみようと思う」という声が聞こえてきた。常々

何かにつけて古典文学を熱く語るものだから、  

冷やかしで論文でも書くのかと言われるたび、  

その気になりつつあった私。そこに、RONBUN と

いう響きが、酒に酔うた脳にこだました。刹那、

響きに酔うた口が放った。「書いてみたいんです。

平安時代に書かれた初の王朝物風歴史物語という

切り口でいけると思うんです」酔うた口はいか 

ようにも口走る。表のストーリーからは見えない、

行間に潜む歴史の渦。設定の時代を割り出し、  

逆算するとそこに浮かび上がる歴史上の人物の

影。親子に渡る因縁と因果の連鎖。それに気づい

た時の衝撃といったら、筆舌に尽くし難い（要す

るに説明が下手）。「それが論文として成立したら、  

かなりの価値がありそうだ」と酔うた口が続く。

早速 5000 円もする本を買うが、まだ手垢にまみ

れてはいない。人は言う「楽しそうね」…よく  

言われます。          （情報サポーター M 美） 

＜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 

 

８月の男女平等推進センター 

 

*ひとりごと* 学問に遊ぶ・ふたたび 

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

