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・ 事業レポート  『お口ケア』で健康寿命を延ばそう！ 

託児サポーター養成講座 幼児安全法（救急救命） 

・ 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？  「オリンピック」 

・ 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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パワーポイントでの講義やお口の体操、歯の模型

を使って「お口ケア」の大切さを語られました。 

 

 

・口腔清掃 

（うがい、歯みがき、義歯の 

 清掃、粘膜・舌の清掃） 

・口腔機能回復 

（口腔周囲筋の運動訓練、咳払い・嚥下
えんげ

・発音訓練） 

◆８０２０運動 

「８０歳になっても２０本以上の歯を保とう」 

 

 

 私たちの口は「食べる」「話す」「唾液を出す」   

「味わう」「表情を作る」等、生きていくために    

欠かせない様々な役割を担っています。これらの 

働きを口腔機能といいます。 

 毎日の生活の中では、当たり前すぎて変化に気づ

きにくいが、体力や臓器等と同様に口腔機能も年齢

と共に徐々に衰えてきます。「年だから仕方がない」

と放置しておくと、生活の質の低下につながるだけ

でなく、歯周病や誤嚥
ごえん

性肺炎などの全身的な深刻な

病気に進展してしまう恐れがあります。 

 

 

 年を重ねるに従って体力が低下し、筋肉が落ちて

足腰が弱くなります。そうした状態の変化を「フレ

イル（虚弱）」といいますが、その筋肉の低下には

口腔機能の低下が深く関わっています。つまり

「オーラルフレイル」が発端となり全身の虚弱状態

を招くという考え方です。 

 具体的には口腔の健康をおろそかにすると、噛む

力や舌の動きが悪くなって、噛みにくい物がふえた

り、むせたりするなど栄養が取れなくなります。 

また滑舌が悪くなると話しにくくなり、人との交流

が少なくなります。そのため、活動量が減って、家

に閉じこもりがちな生活になり、筋肉の低下につな

がります。更に生きがいまで失ってしまうという 

負の連鎖を招きかねません。したがって「フレイル」

予防のためには、足腰のトレーニングと共に口腔 

機能の予防にも取り組むことが大切です。 

 

◆災害避難時の口腔ケア 

（防災セットに歯ブラシとキシリトールガムを） 

◆非常時の口腔ケア 

・ペットボトルの蓋一杯の水でも洗口できる。 

 ・ガーゼ・ティシュペーパー等で口の中を拭く。 

 

◎講演の後、水入りの紙コップと歯ブラシが配られ、 

 持参した手鏡を見ながら歯みがき・うがいの指導

を伊豫雅子さんから受けました。 

 

 

 

1．歯みがきについて 

■歯ブラシ   ■歯間ブラシ 

■デンタルフロス  ■義歯の手入れ 

2．お口の体操 

・舌を出して上下、左右に動かす。 

・口を閉じて、口の中で舌を上下、ぐるりと回す。 

3．ブクブクうがい 

・右頬→左頬→上唇→下唇…各 10 回行う。 

4．唾液腺マッサージ 

 ・耳下腺への刺激：親指以外の４本の指を頬に  

あて耳下腺の上でぐるぐる回す。（10 回） 

 ・顎下腺への刺激：耳の下から顎の先まで 5 か所

を目安に親指で突き上げるように押す。（25 回） 

 ・舌下腺への刺激：あごの真下から親指で舌を  

突き上げるようにゆっくりぐ―っと押す。（10回） 

5．かかりつけ歯科医を持ちましょう 

 ・お口の健康のために、半年に１回程度はプロの

アドバイスとケアを受けましょう。 

 

誤嚥性肺炎は口腔ケアで防ぐことができると 

知って、不安のひとつが減り、筋肉のトレーニング

と共に口腔ケアを意識して励まねばと思いました。 

（情報サポーター 安成 惠子） 

あなたとわたしのための元気塾 第２回 

『お口ケア』で健康寿命を延ばそう！ 

日にち：6 月 13 日（木） 

講 師：堤 鈴子さん（歯科衛生士） 

    伊豫
い よ

 雅子さん（歯科衛生士） 

口腔ケアとは 

忘れないで！口腔機能の大切さ 

堤 鈴子さん 

お口は健康の入り口！ 

伊豫 雅子さん 
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アスカーラ市民グループ活動支援事業 

災害時に役立つ！ みんなで知っておこう！ 
～パッククッキング＆HUG＆療育ダンス～ 

子育てママの活躍推進プロジェクト事業 

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 

小学生からの子どもにかかるお金のリアル 
～我が家の「未来」を考える～ 

 

主催：防災ほっとキッチン 

主催：特定非営利活動法人チャイルドケアセンター 

自分の想いや経験を文章で伝えることは難しく、うまく言葉にできなかったり、上手に伝えきれ
なかったりしてしまいませんか？ 今回はプロ中のプロからコツを教えていただきます！ 

情報サポーター養成講座 想いを伝える！わたしのニュース 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

中学校の制服から見えるジェンダー意識につ
いて考える～福岡市の取り組みから見えるもの～ 

回 日程 テーマ 

1 11 月 11 日（月） 記事（講座参加後のレポート形式）の書き方の基礎 

2 11 月 18 日（月） 記事の書き方（実践） 

3 12 月 2 日（月） レイアウトについて 

 
【時  間】13:30～15:30                      【会 場】303 会議室（3 階）      

【講  師】宮崎 祐樹（西日本新聞社編集センターデスク）       【受講料】無料 

【対  象】興味・関心のある方ならどなたでも            【定 員】30 名（先着順） 

【申込方法】9 月 2 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 

主催：ふくおか県翼の会 大野城 

【日 時】10 月 6 日（日）14:00～16:00 
【講 師】瀬戸嶋 里美 

（カラーガードダンスチーム Shiny☆Girl 指導） 
【受講料】無料 
【会 場】多目的ホール（1 階） 
【定 員】40 名（先着順） 

主催：connect 

【日 時】10 月 30 日（水）10:00～13:00 
【講 師】中山 淳子 

（ドマーニ代表、「ももち浜ストア」コメンテーター） 
【受講料】無料     【会場】303 会議室（3 階） 
【定  員】30 名（先着順） 
【対 象】これから社会に出たい女性・子育てをがんばっているママ 

共催事業 

【日 時】10 月 12 日（土）13:30～15:30 
【講 師】後藤 富和 

（福岡市立警固中学校前 PTA 会長、弁護士） 

【受講料】無料     【会場】303 会議室（3 階） 
【定 員】30名（先着順） 

これから社会に出たいママへの応援講座 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

超ママ力！子育ても仕事も『わたし』も大切にする工夫  
～私の人生・私が主役～ 

【日 時】10 月 9 日（水）10:00～12:00 
【講 師】三好 真代（キャリアコンサルタント） 
【受講料】無料（保険料 100 円） 
【会 場】303 会議室（3階） 【定員】30名（先着順） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

http://www.madokapia.or.jp/
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今月の元気キッズ！ 

＜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 

DV防止キャンペーン事業 講演会 

毎年 11 月 12 日～25 日の 2 週間は、「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間です。 

今年度は、子どもの虐待や DV などの問題に取り組む警察関係者を講師に招いて講演会を開催します。 

キッズルームで 
★こんにちは★ 

子どもの自尊心や自己肯定感を育てる ～相談活動の実例を通して～ 

参考：内閣府男女共同参画局 HP 

1896年、アテネで開催された第1

回オリンピック競技大会には男性

のみ参加が許されており、女性には

門戸が開かれていませんでした。 

女性が選手として参加できるよう

になったのは、1900年パリの第2回

大会からです。国際オリンピック 

委員会（以下「IOC」）によると、同

大会に参加した 24 か国 997 人の 

選手のうち女性は 22 人（2.2％）、

女子種目が採用された競技はテニ

スとゴルフのみでした。1904 年に

アーチェリー、1908年にフィギュア

スケート、1912 年には水泳で女子

種目が加わりました。長らく男性 

のみで構成されてきた IOCによって

「女性らしい」とみなされた競技が

女子種目として認められたのです。 

【日  時】11 月16 日（土）13:30～15:30   【受講料】無料 

【講  師】福岡県警察 中央少年サポートセンター職員 

【会  場】301 会議室（3 階）    【定員】40 名 

【申込方法】9 月 2 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 

日本人女性のオリンピックへの

初参加は、1928 年の第 9 回アムス

テルダム大会です。陸上の人見絹枝

選手が初参加で女子800メートル銀

メダルを獲得しました。当時、女性

がスポーツをすることが珍しい時

代。女子陸上選手への偏見も厳しい

中、人見選手は、海外のスポーツ事

情の紹介、後進の育成、生涯スポー

ツの重要性についての普及啓発 

などを精力的に行い、こんにちの 

女性スポーツの基礎を築きました。 

夏季オリンピックの全競技で 

女性の参加が可能となったのは

2012 年ロンドン大会です。この 

大会は、競技数の均等に加え、全 

参加国・地域から女子選手が派遣 

された記念すべき大会です。 

カメラが気になるらんちゃん

（2 歳 7 ヵ月）、すみれちゃん 

（1歳 2ヵ月）姉妹。 

らんちゃんは自撮りです！ 

☀今月のお楽しみ情報☀ 

○ おひざでだっこ「おはなしのへや」 

9月 3、10、17、24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 

9月 9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。 

 

 

ご
存
知 

で
す
か
? 

女性に対する 
暴力根絶のための 
シンボルマーク 

パープルリボン 
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 まどかぴあ主催のイベントや講座利用者のお子

さんをお預かりする「託児サポーター」の養成講座

において最も重視されている、幼児救急救命につい

ての実習を体験しました。 

「こどもの事故は、こどもの身体的特徴や精神・

運動機能の発達、行動の拡大、遊びの変化など、   

成長・発達の段階により事故の原因や内容に相違が

みられます。成長・発達につれて屋外での事故も  

増えてきますが、大部分は

家の中、あるいはその周辺

で起こり、その多くは発生

が予防できるといわれてい

ます。どこでどんな事故が

起こっているかを知り、今

一度こどもの周囲を見直してみることが大切です。 

こどもは親やまわりの大人にとって思いがけな

い行動や反応をします。もし、不幸にして事故など

が起こっても、適切な手当を素早く行うことで、 

こどもの生命を守り、また傷病の悪化を防ぐこと 

ができます。」（赤十字幼児安全法 一部抜粋） 

万一の場合に備えて対応できるように（1）きずの

手当について（2）止血について（3）あたまのけが

（4）骨折について学びました。骨折部の動揺を防ぐ

副子として新聞紙や割り箸、ダンボール紙など身近

なものを利用することやストッキングやレジ袋を

利用して腕を吊ることなども紹介されました。 

さらに一次救命処置（心肺蘇生や AED を用いた除

細動など、心臓や呼吸が停止した傷病者を救命する

ために実施する緊急処置）をひとりずつ順番に練習

用 AED と人形を用いて実施しました。 

 

 

日頃から AED がどこに設置されているかを把握

しておくことがまず大事なことです。早速、点検 

しましょう!！ 意識が無い人をそのまま放置すれば、

やがては心臓も停止してしまうので、躊躇せず使用

できるように心の準備をしておくことも大切です。 

私自身、もうすぐ 5 歳になる我が子が満 10 ヵ月

の頃から、講座受講の際はほとんど、まどかぴあの

託児を利用させてもらっています。 

今回の取材を通して、託児サポーターの皆さんが

ご自分の家族のように温かくお世話してくださっ

ていることはもちろん、情熱を持ってスキルを磨い

てくださっていることに深く感動しました。 

子育て真っ只中のママ達にもっとまどかぴあの

託児を利用して欲しいです。受講の間だけでも安心

してこどもと離れて自分が学んだり、リラックス 

したりできますよ!！ 

（情報サポーター 松田 知子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

託児サポーター養成講座 

幼児安全法（救急救命） 

日にち：6 月 18 日（火） 

講 師：日本赤十字社 福岡県支部 

幼児安全法担当職員（４名） 

喉を詰まらせた時の対処

法 

止血の実習 あたまのけがへの対応 

心肺蘇生の実習 心肺蘇生を教わる！ 

こどもの命を守るために 
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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☆ 

９月の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     ＜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 

 

 

*ひとりごと* 
 

令和元年五月一日。坂本八幡宮の御朱印の列に居ま
した。「施設長」と懐かしい声に振り返ると、施設を  
ご利用されていたご家族との十五年ぶりの再会でした。
お互いの元気を喜びあい、テレビのインタビューも受け
て、長い列にも疲れを感じないで過ごしました。その後、
政庁跡での“梅花の宴”の再現を楽しんでいる所で、再
度テレビに映り一日に二回は初めての出来事でした。
“梅花の宴”は天平二年（730 年）正月十三日（今の二
月八日）大宰帥の大伴旅人邸にて官人三十二人で催され
ました。「于時、初春令月、気淑風和、梅披鏡前之粉、
蘭薫珮後之香」 「令和」の典拠とされています。大宰
府の万葉歌人が、腰に珮し楽しんだとされる香袋。政庁
跡でこれを考案された柳先生とばったりお会いして、香
袋を記念に購入しました。私にとって令和は楽しい時代
の幕明けとなりました。 
大野城市には国の特別史跡、水城跡と大野城跡が  

あります。水城跡は版築という土木工法で、大堤を築い
て水を貯えた土塁。そして唐、新羅を迎え撃つ軍事施設
の朝鮮式山城である大野城跡。大野城跡の麓には善一田
古墳群をはじめ百基を越える大規模な古墳群があり、渡
来人は水城、大野城築造に関わった可能性があるといわ
れています。「市民ミュージアム大野城心のふるさと館」
は一周年を迎えました。市の山城楽講を学んでいて四王
寺山でのボランティアガイドとして令和三回目のテレ
ビ出演でした。色々な行事を通して歴史に興味を持って
下さる方々が増えていると実感しています。記憶力とい
う難敵と折合いをつけながら、元気で知識を深め、少し
でも大野城市の宝を伝えるお役に立てればと願ってい
ます。               （情報サポーター 市瀬 主充子） 

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

