
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

   

   

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 

2020．1．1発行  第 250号 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

・ 事業レポート  育休ママ＆パパの頑張りすぎない子育てと時短家事 

            夫源病って？～もっと楽にやっていける夫婦関係～ 

・ 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？ 

 「子育て世代包括支援センター」 

・ 相談室のご案内 

・ ひとりごと 

・ 今月のアスカーラ 

 

令和元年度 講座・イベントの様子 
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 育児休業が明けて、いざ仕事

に復帰しようとするとき、家事

の分担をどうするか、何を準備

したらいいのか悩むところだ。

家事の分担率は理想が妻５： 

夫５だが、男性の家事参加率は、福岡県は九州 7 県

中でも順位が低く、まだまだ妻 7に対して夫3くらい

のご家庭が多いようだ。 

 先ずは今の自分を考える。満点、完璧！ のハー

ドルを下げてみる。仕事に復帰した後、人間関係や 

仕事に対する不安、寝不足、肌荒れ、思い通りになら 

ないことでイライラする時は、泣くこともオススメ！

涙からイライラを鎮めるホルモンが出てスッキリ

する。 

 

家事や子育てに終わりは

ない。自分なりの適当さ！

や良い加減！も必要だと 

講師は言う。 

☆道具を活用する 

☆ついでにやる 

☆今日はここまででやめる 

☆人、モノ、制度に頼る 

☆作っておこう、困ったときに頼める人や場所 

☆安全な環境 

☆片付けやすい環境（モノの量） 

☆頼みやすい環境（誰もが見たらわかる収納） 

☆自分が笑えてる？ 食欲はある？ 泣けてる？ 

「これからは時々チェックしてみましょう」と 

講師は頑張りすぎない子育て＆時短家事の提案を  

された。 

 

 

① 決めましょう！テーマ（目的）       

＆ゴール（予定） 

② 現状を確認しましょう 

 1.クセ 2.動線 3.使う頻度 

 4.危ない所 5.モノの量 

③ 片付けの基本は 4 つのステップ 

1.出す（取り敢えず全部出す） 

2.分ける（整理する） 

3.決める（量、場所、入れ方） 

4.収める（ラベルを貼る） 

小さいところからやってみましょう 

④ 収納（モノの指定席を決める）のポイント 

1.安全の確認（高さ、素材） 

2.みんなが分かる（ラベル、色、写真） 

3.全部が見える（仕切り、グループ） 

4.シンプル＆ざっくり 

※取り出しやすい？ 戻しやすい？ 続けられる？ 

 受講者はほとんどが女性で赤ちゃん連れの人も

いたが、中に男性の受講者もいて、積極的に質問を

していたのが印象的だった。   

  （情報サポーター スピカ） 

 

ラク家事のススメ 

何から始める？ 

育休ママ＆パパの仕事復帰セミナー 第 2 回 

育休ママ＆パパの頑張りすぎない 

子育てと時短家事 

日にち：9 月 6 日（金） 

講 師：富永 由美さん 

（整理収納＆家事アドバイザー） 

富永 由美さん  

片付けで時短＆分担＆安心ｕｐ！ 

熱心に講座に参加する様子 
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第３回 アスカーラ共生フォーラム 

～みんなではばたく明日～ 

■「男女共同参画」小中学生図画ポスター・ 

標語コンクルール表彰式 
 

■講談 新五千円札の肖像「津田梅子」 

出演：神田 紅（講談師） 
 

■出演者＆まどかぴあ館長 林田スマのトーク 
  

■ミュージックＬｉｖｅ 

出演：ＪＩＬＬＥ（シンガーソングライター） 

アスカーラからステップアップ 

■アスカーラバザー同日開催 【時間】10：00～13：00（※品物がなくなり次第終了） 

              【会場】ギャラリーモール １階 

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 

【会場】大ホール（1 階）全席自由 
 

【料金】一般  800 円（当日 1,000 円） 

    ペア 1,500 円（前売のみ） 

http://www.madokapia.or.jp/
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今月の元気キッズ！ 
 
☀今月のお楽しみ情報☀ 

○ おひざでだっこ「おはなしのへや」 

1月 7、14、28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 

1月 23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。 

 

 

 

男女平等推進センターの事業や運営

をサポートしていただく実行委員・

ボランティアスタッフを募集して 

います。経験・性別・お住まいに  

関係なく、興味のある方はどなた 

でもお気軽にご参加ください。 

実行委員・ボランティア募集 

大野城市では、安心して、妊娠・

出産・子育てができるよう、妊娠期

から子育て期にわたる切れ目の 

ない支援を目指して平成 31 年 4 月

1 日に「大野城市子育て世代包括 

支援センター」を設置しました。   

①妊娠期から、出産・就学前の子育

て期にわたる母子保健や育児に

関するさまざまな悩みに対し、 

保健師などが相談に応じます。 

②母子健康手帳交付時に、ひとり 

ひとりに支援プランを作成  

します。その際、今後いつでも 

気軽に相談できるように、担当 

保健師をお知らせします。

③必要に応じて、関係機関と連携

し、包括的な支援を行います。 

 

  

 

 

 

妊娠・出産・子育てについて悩みがあるときは、ひとりで悩まず、まずは相談してください。 

設置場所：大野城市役所新館 2 階 こども健康課母子保健担当内 
問い合わせ先：こども健康課母子保健担当（子育て世代包括支援センター） 
電話番号：092-580-1978 

 

参考：大野城市役所ホームページ  
 

 
 

＜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 

こんなときには相談を！ 

＜妊娠期＞   

•初めての妊娠・出産で不安  

•妊娠期の過ごし方や体調管理の 

方法が知りたい  

•思いがけず妊娠したかもしれない 

＜出産後＞ 

•母乳が足りているか心配 

•赤ちゃんのお世話のことを知り 

たい 

•産後に手伝ってくれる人がいない 

•気持ちが落ち込む 

＜子育て期＞ 

•予防接種の受け方が分からない 

•子育て支援サービスを知りたい 

•子どもの発達が心配          

キッズルームで 
★こんにちは★ 

男女平等推進センターサポーター説明会 
【日時】令和 2 年 3 月 5 日（木）11:00～ 

【啓発・事業サポーター】紙芝居などによる啓発活動、センターの運営補助や 

講座・イベントの準備受付を行います。 

【情報サポーター】毎月発行の情報誌｢すてっぷ｣をセンターと協働で作成します。 

ゆづきちゃん（1歳3ヵ月）。 
大好きなわんわんのぬいぐるみ
と、にっこり！ 

令和 2 年度大野城市男女共生講座実行委員会 第１回 
【日時】令和 2 年 3 月 23 日（月）13:30～ 

  講座内容の企画(館外研修含む)、講師の人選、当日準備・進行などを行います。 

 

男女平等推進センター 

【場  所】アクティブルーム（３階） 
【申込方法】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 
窓口にて受付中 

第 4 回アスカーラ共生フォーラム実行委員会 第 1 回 
【日時】令和 2 年 4 月下旬（予定） 

企画、講師の人選、チラシ・ポスター作成、当日準備・進行などを行います。 
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石蔵先生は、大阪市内で

全国の先駆けとなる「男性

更年期外来」を開設。中高年

を中心としたメンタルケア

やうつ病治療に取り組む。 

また、60 歳以上の男性に 

向けた「初めての料理教室」

や、祖父が孫育てに積極的

に取り組む「育じい」を推奨

する。 

 

今回は、石蔵先生が命名した「夫源病」について

話を伺う。この症状は更年期障害に似ているそうで、

環境や夫の何気ない言動がストレスとなって妻の

体に不調が生じる状態を言う。頭痛・めまい・動悸

などが起きるそうである。長引くと、心筋梗塞など

命にかかわる病気になる事もあると言われる。妻が

夫源病になった時は「妻を名前で呼ぼう!」と提唱 

される。「おい」や「お母さん」「ママ」と呼ばずに

「○○ちゃん」とか名前で呼ぶことが大切であると

話された。これは、名前で呼ぶことで、上から目線

でなく対等な目線を持つことを狙っているので 

あろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

興味深い話であった。私も妻を「夫源病」に   

しないように、自分なりに考えてみた。 

① 亭主元気で留守が良いを、長く維持する 

② 趣味や交友関係を広げ、出来る限り家に居 

ないようにする（これ以上広げると軍資金が 

追いつかない！ けど・・・) 

③ 自分の食事は自分で作る(時々は、おこぼれを

期待 *￣▽￣ﾌﾌﾌｯ♪) 今年春より実行中 ! 

④ 誕生日にはプレゼント(長年実行中)   

⑤ 一人で生きて行く準備と覚悟をする 

なかなか大変ですが・・・ 

最後にふと思った。世の中にはいつも一緒に 

行動をする熟年夫婦もいる。俗に「おしどり   

夫婦」と言うが、彼らの話を聞いてみたいもので 

ある。ちなみに、男性出席者 13 人、女性出席者 

48 人だった。 

（情報サポーター 倉町 賢一郎）  

 

                        

大野城市男女共生講座 第 2 回 

夫源病って？ 

～もっと楽にやっていける夫婦関係～ 

日にち：9 月 11 日（水） 

講 師：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
しょうへい

教授） 

笑いが絶えない講座風景！！ 

「夫源病」とは 
 

 

私も実践 

受講者の感想（一部抜粋） 
 

○講話も楽しく、また、勉強になりました。

あっという間の時間でした。先生の本も  

読み、主人にもすすめたいです。（50 代） 
 

○大変面白く楽しく拝聴し、改めて何事も 

考え方次第ということを確信しました。 

 日々、明るく楽しく過ごせるように努  

めたいと思います。（60 代） 
 

○面白くてわかりやすくて最高！ 

 笑って泣きました。自分は普通で安心しま

した。本当は連れ合いにこそ聴かせたい 

のですが、連れ合いにこれに添って貰う 

には、どうしたら良いか難しいです。 

大変勉強になりました。（60 代） 
 

○夫婦はこうでなければいけないとの 

固定観念を捨てて毎日を過ごすよう 

にしていきたい。（60 代） 

  

 

 

石蔵 文信さん 
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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☆ 

1月の男女平等推進センター 

 

 

  
*ひとりごと*  
 お正月からなんですが、昨年、一昨年と続けて 

二人の母を亡くしました。ですからここ二年お正月

らしい事をせずに新年を迎えています。いまだに、

実感がないままに日々を送っています。二人の母 

からそれぞれに教わった事があります。私の母から

は人に対する思いやりと笑顔の大切さを、夫の母 

からは前向きな生き方を教わったように思います。 

もちろん母と呼べる人がいなくなってとても  

心細くもありますが、自分がそれほど年を重ねて 

きたんだなぁ、と気づかされるわけです。事実私は

今年の誕生日を迎えると、社会では前期高齢者と 

いう位置づけになります。うーんアンビリバボー。

確かに最近は、人の名前が出てこない・若い芸能人

を覚えられない・何をしようとしていたか忘れる・

歯の間に食べ物が挟まる・聞き間違えが増えてきた

etc. 数え上げたらきりがないほど能力の低下が 

見られるようになってきた事は確かです。新しい 

令和の時代を、まあ「しょんなかたい」と義母の   

ように受け入れて、母のように笑顔で過ごすと  

しましょうか。 

ねえ母さん ずっとそばで みまもって 

（情報サポーター ちびまま） 

＜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 

 

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

