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・ 事業レポート  再就職チャレンジ講座 自己分析講座 

子育てでも役立つ！アンガーマネジメント 

・ 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？  「消費税 10％」 

・ 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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 取材に伺った「自己分析講座」。この講座の目的

は「自分を知る」こと。「私は何を考えているのか」

「物事をどのように捉えて 

いるのか」などの本質を探って

いき「なりたい自分」に近づく

ために、しっかりと自分を理解

することを目標とした。今年の

「再就職チャレンジ講座」は 

6 つのシリーズ講座になり、 

自分にあった形で受講できるようになった。 

  

 

人は生きていると、何度も決断しなければならな

い場面に遭遇する。就職もその 1 つだ。 

今回は就職における最善の決断をするための材

料として「価値観」と「プランド・ハップンスタン

ス」に重点を置いて講座が進行した。 

 

☆価値観 ⇒ 「何に価値があると認めるかに関する

考え方」（Wikipedia より） 

自分が物事に対し何に重きをおき、絶対に譲れ

ない気持ち。働くうえではどうだろう。「あなた

はなぜ働くのですか?」の問いに、賃金を得、  

生活するためというのは当然で「本当の意味での 

働くための価値観」はその言葉から見出すことは

できない。 

☆プランド・ハップンスタンス 

⇒「計画された偶然」（和訳） 

謙遜して「たまたま成功しただけですよ～」と 

いうこの「たまたま」。偶然の出来事にみえて、

実は 8割が無意識に

計画されたこと。 

準備をしたり、話し

合ったり、練習をし

たり、時に夜も眠れ

な い ほ ど の 心 の 

緊張感と闘ったり…。人は知らず知らずに成功へ

導くために動いている。 

見過ごしていた偶然を意識的にチャンスに 

するための 5 つのセオリーがある。 

・好奇心 － やってみよう 

・持続性 － 諦めない 

・柔軟性 － 避けていたことをしてみる 

・楽観性 － どうにかなる 

・冒険心 － だめでもともと、やってみよう 

 

 

 将来を想像するのも大切だ。10 年後、5 年後の 

自分が理想の自分であるために今、何をしなければ

いけないのか「逆算人生計画」をすることも勧める。 

 

 就職となると慎重にならざるをえない人生の

ターニングポイントではあるが、明るく、前向きに

考え方を見直してみると、自然の流れの中の 1 つの

出来事に過ぎないのかもしれない。失敗してもやり

直すチャンスは必ずある。どうぞ、恐れることなく、

Let's Try!!    （情報サポーター 遠田真琴） 

 

  

 

 

 

 

 

 

再就職チャレンジ講座 

自己分析講座（全 3 回） 

自己分析入門～過去を振り返り、未来を想い描く～ 

日にち：6 月 20 日（木）・25 日（火）・27 日（木） 

講 師：大石 紀子さん 

（株式会社キャリアプログレス 代表取締役） 

最善の決断のために 

楽しそうなグループワーク

♪ 

大石 紀子さん 

一生懸命、自分のことを相手に伝えています！ 

想像力は未来を切り拓く 
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みんな集合！！ アスカーラ秋まつり 11月 2日（土）10：00～14：00 

大野城共生ネットワークセミナー 主催：大野城共生ネットワーク 

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 

今年は、毎年恒例のアスカーラまつりを秋にも開催します。 
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！ 

※まどかフェスティバルと同時開催！ 

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

イベント・掲示物のご案内（予定） 

◇わくわくボーリング       【時間】10:00～11:30  【会場】302 会議室（3 階） 

◇癒しのハンドマッサージ     【時間】12:00～14:00  【会場】302 会議室（3 階） 

◇写真でつづるアスカーラの一年  【時間】10:00～14:00  【会場】302 会議室（3 階） 

◇わくわくカフェ         【時間】11:00～14:00  【会場】情報交流ひろば（3 階） 

※申込不要！ 

アスカーラ市民グループ活動支援事業 

イライラとうまくつきあうには 
【日 時】11 月 9 日（土）13:30～15:30 

【講 師】荒武 勢津子（アンガーマネジメントファシリテーター＆アドバイザー、NPO 法人福岡ジェンダー研究所監査役） 

【受講料】無料      【会場】306 会議室（3 階）      【定員】40 名 

共催事業 

福岡友の会講習会 

お金も時間も限りあるもの 人生100年！家族みんなで考えよう 

主催：福岡友の会 筑紫方面 

【日 時】11 月 15 日（金）10:00～11:30、11 月 17 日（日）10:30～12:00 

【講 師】福岡友の会筑紫方面会員     

【参加費】各 400 円（夫婦ペア各 500 円）      【会場】306 会議室（3 階） 

【託 児】1 歳～就学前までのお子様 / 利用料：100 円 / 定員：10 名 
     ※託児は 15 日（金）のみです。17 日（日）は同伴入場が可能です。 

※ご利用には予約が必要となります。 
（福岡友の会託児係へ直接連絡してください 連絡先：092-502-3401 担当：印具） 

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

   女性会議展示 主催：  女性会議 大野城支部 

叫ぶ芸術～ポスターに見る世界の女性たち～ 
【日 時】11 月 24 日（日）13:00～19:00、11 月 25 日（月）・26 日（火）10:00～19:00 

【入場料】無料      【会場】306 会議室（3 階） 

http://www.madokapia.or.jp/
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キッズルームで 
★こんにちは★ 

 

令和元年 10 月 1 日から消費税が

10％に増税されます。消費税の収入

については、地方交付税法に定める

ところによるほか、毎年度、制度と

して確立された年金、医療及び介護

の社会保障給付並びに少子化に対

処するための施策に要する経費に

充てるものとされています。 

今回の増税に関しては新しい経

済政策パッケージ「人づくり革命」

の予算が約半分を占め、力強い経済

成長の実現に向けた重点的な取組

がなされることになっています。 

少子高齢社会の日本では、力強い

経済成長には女性の活躍が不可欠 

 

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 

“ ”

です。これから、さらに女性が活躍

しやすい環境が整うといいですね。 

 

参考：財務省説明資料 

〔税財政の現状等に 

ついて〕 

最近はお歌が好きなさゆな 

ちゃん（２歳）。大好きなお母

さんに向かってダッシュ！ 

☀今月のお楽しみ情報☀ 

○ おひざでだっこ「おはなしのへや」 

10月 1、29日（火）10：30～ 

ぴよぴよ（妊娠中・0歳児）第 1・5火曜 

よちよち（1・2歳児）    今月お休み 

○ お楽しみ会 

10月 17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。 

 

 

新しい経済政策パッケージ 

「人づくり革命」 

1. 幼児教育の無償化（3歳から5歳 

までの全ての子供たちの幼稚

園、保育所、認定こども園の費

用を無償化。0 歳～2 歳児につい

ても、当面、住民税非課税世帯

を対象として無償化） 

2. 待機児童の解消 

3. 高等教育の無償化（所得が低い 

家庭の子供、真に必要な子供に

限り高等教育を無償化） 

4. 私立高等学校の授業料の実質無 

償化 

5. 介護人材の処遇改善 

ご
存
知 

で
す
か
? 

 

観覧無料 

【日時】11 月 2 日（土）11：15～12：00 予定 

【会場】小ホール（2 階） 
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この胸のすくような怒りの表現に出会ったのは、

筑豊在住4年間でママさんバレーに嵌
はま

り込んでいた

折り。竹を割ったようなチームメイトは誰もが

チャーミングで、練習は楽しかった。ボンヤリした

新参者も委縮することなく、結構なしたたかさを 

蓄積できた土壌が懐かしい。今回の講師は、その 

飯塚から駆けつけてくれた。

メリハリのある講話から、 

溌溂
はつらつ

としたお人柄が伺えた。

このファシリテーター資格 

以外にも、最近ドローンパイ

ロットの免許も取得したとか。

プロフィールに見る生き方 

全体に、時代を捉えるセンスが垣間見える。 

 角の取れた年配者に怒りのコントロールなど 

釈迦に説法と思ってきた。が、近年の講座・研修も

受講者数もうなぎ登りに増えてきている。日本アン

ガーマネジメント協会の定義に曰く、1970 年代に

アメリカで生まれたとされている怒りの感情と 

上手に付き合うための心理教育・心理トレーニング

であると。大谷さんは、決して怒らないことでは 

ないと釘を刺す。怒りは自然な感情の 1 つで身を 

守るための防衛感情でもあるがゆえに、怒りで後悔

しないことが目的であるという。 

問題となる怒りを 4 タイプ…「強度が高い」  

「持続性がある」「頻度が高い」「攻撃性がある」…

に分類して、自己診断が促された。次に、上手に  

コントロールするための暗号に進む。①衝動のコン

トロール（6 秒）②思考のコントロール（三重丸） 

③行動のコントロール（分かれ道）の 3 つ。怒りの

感情のピークは長くて 6 秒で、自分を落ち着かせる

呪文や音楽やストレッチ等を見つけておくといい。

なぜ怒りが発動するかを突き詰めれば理想と現実

のギャップが原因と言える。この『べき』の境界線

を（許せる・まあ許せる・許せない）の三重丸  

ゾーンに区別して、コントロールの可と不可の分か

れ道を把握する。それに合わせて、具体策を探るな

り、今できる行動を考えるなりして凌
しの

ぐというもの。

体系化して沈静に導く手法と見た。 

子育て中の若い世代には叱り方が気になるとこ

ろであろう。目的や目標を見失わないためには、 

子どもが考えて答えを出せる伝え方が大事である。

なかなかに難し

い。講師実践の

オランウータン

体操は、脱力感

で効果がありそ

う に 思え た。 

最後に、社会人となったご子息からのメールが披露

された。今なら発達障がい児にくくられるような 

子どもだったそうだ。「普通って何？」とあった。 

金子みすゞの「みんなちがってみんないい」なら、

腹も立つまい。鬱憤
うっぷん

の爆発と思しき事件が相次いで

いるが、カラッとした社会の包容力が修正の決め手

ではなかろうか。 

（情報サポーター 山口 郁子） 

あなたとわたしのための元気塾 第３回 

「子育てでも役立つ！アンガーマネジメント」 

～怒りと上手にお付き合い！～ 

日にち：6 月 21 日（金） 

講 師：大谷 香里さん 
（アンガーマネジメントファシリテーター） 

大谷 香里さん 

大谷さんの話を熱心に聴く受講生 

みんなでオランウータン体操  

ぐらぐら来るばい 

日本アンガーマネジメント協会データより 

8,549 15,314
50,326

104,284

181,906

222,203
245,626

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

アンガーマネジメント受講者数
（名） 



男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ 10 月号  6■ 

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☆ 

10月の男女平等推進センター 

 

  
*ひとりごと* 
 

令和の元号となって早や 5 か月が過ぎようとし

ている。酷暑で疲れた脳にいにしえのさわやかな

風を吹き込んでゆきたいと思う。 

令和の出典である万葉集の植物について触れて

みることにした。 

山上憶良の歌 

「芽之花  乎花葛花  瞿麦之花  姫部志 又藤袴  

朝皃之花」         （巻八・一五三八） 

（はぎのはな をばなくずはな なでしこのはな 

 をみなへし またふぢはかま あさがほのはな） 

萩は最も多く詠まれた植物で、豊かな秋の象徴

で、生活に深い関わりがあって、しなやかで野生

味のあるところが当時の人に好まれたのだろう

か。秋の七草は、観賞が主体であるが薬用になる

ものもある。今と比べて万葉人の趣向は素朴な感

じがする。 

このように毎日の生活の中で自然が身近にあっ

て、和を重んじ、森羅万象を大切にした精神性の

高さを見習いたい。私たち現代人が忙しさの中で

忘れかけていた感性が万葉集の歌から呼び起こさ

れてきたようだ。 

（情報サポーター 市瀬 早喜子） 

＜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/ 
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