
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

   

   

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

2020．2．1発行  第 251号 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

・ 事業レポート  超ママ力
りょく

！子育ても仕事も『わたし』も大切にする工夫 

            活き生きのススメ！健康寿命をのばそう part2 

・ 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「男女共同参画」 

小中学生図画ポスター受賞作品 

（詳細は４ページに掲載） 



■２  男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ 2月号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 信じられますか？ 10

時から 13 時までの講座

とは何かの間違いかと思

いました。「腹時計に抵抗

はないか？ そもそも飽

き性の私が聴講に耐えら

れるか？」は全くの杞憂でした。まず話が面白くて、

思わず身を乗り出していました。天性のお人柄が 

なせる業なのでしょう。 

最初のお約束は「この時間は親馬鹿

になってください」でした。わが子の

良さは誰にも負けず分かっているつ

もりでも口にするのは気恥ずかしい

…えっ、いいの？ じゃ、言わせても

らいます。グループに分かれて、自慢の応酬が始ま

りました。筆者のグループの若いママは自慢もある

けど心配も…の様子でした。ここでベテラン昔ママ

から経験談。「そりゃあ、いろいろあったけど今か

ら思えばすべて良かった。問題の全くない子なんて

いないのだから大丈夫」と。ほっこりした笑顔を返

してもらったので、お役に立てたかなとハッピィな

気分になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京オリンピックを目前に、スポーツ界の若者の

活躍には目を見張るものがあります。どんな育て方

をしたのかと誰しもが気になるところです。お母 

さんの幼児教育が話題になった選手に、水泳の池江

璃花子さんとフィギュアスケートの本田真凜さんが

います。「認めてほめて愛して育てる」の七田教育

                     を取り入れていた 

              そうです。 

 中山さんは、その七田チャイルドアカデミーにて

20年間に渡り幼児教育の全国普及に貢献しました。

やり甲斐を感じて奔走し要職にも就かれていまし

たが、会社初の妊活休暇が功を奏したか 41 才目前

で出産。子育てのすばらしさや楽しさを実感して、

ママと子どものサポートフィールドを広げようと

退職。活躍の場を掴んでいくその後の過程を伺えば、

妄想と言えるほどのポジティブ思考に鍵がありま

した。「できる」を前提にした思いを込めてスピー

ディーに行動した結果、ご存知の「今日感テレビ」

や「ももち浜ストア」のコメンテー

ターのチャンスに繋がっています。

アスリートにも欠かせないイメージ

トレーニングが、人生の輝く明日に

直結するようです。 

 ご自身の経験から、子育て 3 種の神器（愛と厳し

さと信頼）が説明されました。関わってきた幼児教

育のポイントに情熱を感じました。以心発信伝心の

造語は、パートナーに発信して、子どもに発信して、

ママが夢を叶えられたら、誰にとっても嬉しいこと

であると示唆しています。1 年後をイメージして今

この時から行動範囲を広げるようにと激励を受け

ました。私の人生・私が主役！ 

         （情報サポーター 山口郁子） 

中山 淳子 さん  

作品名：わたしとなかよし 
作 ・ 絵 ： ﾅﾝｼー ・ｶー ﾙｿﾝ 
訳 ： なかがわ ちひろ 
出版社名：瑞雲舎 

講座中に紹介さ

れた絵本は 4 冊。

講座内で読み聞

かせが実演され

ましたが、どれを

とっても素敵な

絵本でした。 
作品名：だめよ、デイビッド！ 
作 ・ 絵 ：デイビッド・シャノン 
訳 ： 小川 仁央 
出版社名：評論社 

作品名：しゅくだい 
作 ・ 絵 ： いもと ようこ 
原   案 ： 宗正 美子 
出版社名：岩崎書店 

アスカーラ市民グループ活動支援事業 

超ママ力
りょく

！ 

 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～ 

日にち：10 月 30 日（水） 

講 師：中山 淳子 さん 

（ドマーニ代表、「ももち浜ストア」コメンテーター） 

作品名：ええところ 
作 ： くすのき しげのり 
絵 ： ふるしょう ようこ 
出版社名：学研 
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第３回 アスカーラ共生フォーラム 

アスカーラからステップアップ 
～みんなではばたく明日～ 

令和２年度 登録団体説明会、市民グループ活動支援事業説明会 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
男女共同参画の推進に取り組む団体を応援するために、登録団体を募集します。 

また、男女共同参画の推進に関する事業（講演会、講座、展示会など）の実施を考えている市民   

グループや団体を支援します。 

【内 容】 

・「男女共同参画」小中学生図画ポスター・標語コンクール表彰式 

・講談 新五千円札の肖像「津田梅子」・・・出演：神田
か ん だ

 紅
くれない

 

・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
ジ ル

（シンガーソングライター） 

登録団体に登録すると… 
 

★会議や作業にアクティブルーム（3 階）が利用  

できます。 

★アクティブルームのロッカー・レターボックス・

パソコン・カラー印刷機が利用できます。 

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 

市民グループ活動支援事業として認められると… 
 

★対象事業について助成金制度があります。 

（ただし、助成金には上限があります） 

★対象事業の広報について協力します。 

【時間】13：30 開演／13：00 会場 

【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） 

【日時】3 月 19 日（木）10：00～ 
 
【会場】303 会議室（3 階） 
 
【内容】令和 2 年度募集要項の説明、 

令和元年度に実施した市民グループ・
団体活動のノウハウや成果の発表、 
交流会 

 

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

http://www.madokapia.or.jp/
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市 長 賞：竹田 舞子（大野小学校 4 年） 

『父と母 二人の協力 子は見てる』 

教育長賞：藤原 亜汐（大利中学校 3 年） 

『私の周りのあたりまえ そこからうまれる 男女差別』 

男女平等推進センター所長賞：中村 吏玖（御笠の森小学校 5 年） 

『差別なく 共に歩こう 男女共同の道』 
 

アスカーラ賞：有田 優希（下大利小学校 5 年）  木原 帆乃風（大野小学校 6年） 

       鬼塚 里紗（大野南小学校 6 年）  山口 朋晃（大野中学校 3 年） 

       酒井 花音（大利中学校 3 年） 

 

車のおもちゃが大好きな、  
たくみちゃん（2歳1ヵ月）。 
大きくなったら運転手さんにな
るのかな？ 

今月の元気キッズ！ 
 

  

大野城市内の小中学生から「男女共同参画」をテーマにした図画ポスターと標語を募集しました。 

たくさんの作品の中から選ばれた入賞者は以下のとおりです。おめでとうございます！  

作品をご応募いただいた小中学生のみなさん、誠にありがとうございました！ 

※2月 6日(木)から 2月 24日(月・振替休日)まで、まどかぴあ 1階・ギャラリーモールにて入賞作品展示中！ 

☀今月のお楽しみ情報☀ 

○ おひざでだっこ「おはなしのへや」 

2月 4、11、18、25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 

2月 20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。 

 

 

市 長 賞：酒井 暉央（御笠の森小学校 5 年） 

教育長賞：高田 琳（大利中学校 2 年） 

男女平等推進センター所長賞：石橋 健（下大利小学校 5 年） 

アスカーラ賞： 新開 絵玲菜（大野南小学校 5 年）  佐中 羅夢（御笠の森小学校 5 年） 

中村 吏玖（御笠の森小学校 5 年）  佐藤 心春（大利中学校 2年） 

松永 彩花（大利中学校 2 年） 

※市長賞・教育長賞・男女平等推進センター所長賞の作品は本号表紙に掲載しています 

大野城市立 御笠の森小学校 

 

 

(敬称略) 

k 

keishoury

aku  

キッズルームで 
★こんにちは★ 

＜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 
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健康でありたいと誰もが思う。 

 

  

 

 

 

 

健康とは随分と奥の深い言葉だなと思うと同時

に、妙に納得させられる。今回の講座では、この  

定義のひとつのポイント「肉体的健康」を維持する

ための毎日できる手軽なストレッチを実践形式で

教えていただいた。 

 

 

健康な「カラダ」を 

つくるためには、良い

食事と適度な運動が 

重要だ。 

■バランス良く食事を

摂ることで、丈夫で

健康な「カラダ」を 

つくることができる。 

良質なたんぱく質、   

ミネラル、緑黄色野菜等を摂ること。脂質と糖質は   

ほどほどに。 

■適度な運動のなかに少し負荷をかけることに

よって筋肉はつく。ジョギングや水泳を始める 

には相当な決断が必要だが、掃除の時やテレビを

見ている時でいいので、ひと工夫しながら  

やってみよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①リンパを流して体をポカポカに 

 手：両手をこすり合わせる ⇒ 両手の指を絡め 

握り合わせ、まわす ⇒ 片手ずつ指を握ったり挟ん 

だり、爪はさみをする 

首：耳の傍から首周りをさする ⇒ 鎖骨から肩に 

向けてさする ⇒ 腕を上から下へさする ⇒ 

たたく  ⇒  二の腕から腋の下をもむ  ⇒  

胸の上と鎖骨の間をさすり、肩へ流す ⇒  

肩甲骨の羽をつかみ、肩を回す  

 ※全てリンパの流れを意識して、左右どちらもする 

②しっかりと自分の足で歩くために 

 つま先(指の付け根で立つ)＝ふくらはぎの強化 

⇒ かかと(つま先を上げる)＝脛(すね)の強化  

⇒ 座って前屈 ⇒ 片足をもう片方の足に抱える 

⇒ 足の指の間に手の指を挟み足の指を広げ、 

足の指を前後に倒す 

 

 

 

 

 

 

 

 

まだ若いから大丈夫！ と考えるのではなく、 

運動習慣をつけることが大切だ。筋肉量のピークは  

20～30代。骨、筋肉は適度な運動で刺激を与え、  

適切な栄養を摂ることで維持される。弱った骨や 

筋肉では、40代50代で体の衰えを感じやすくなり、

60代以降、思うように動けない体になってしまう 

可能性がある。 

心配事を抱えたり、仕事などでストレスを受け 

たりしやすい現代社会において、精神的、社会的に

も満たされ「真の健康」を手に入れることは困難 

である。日常生活の中で、バランスの良い食事を 

摂り、大いに笑い、たくさん出かけて人間が人間 

らしい生活を当たり前に送ることこそが「健康」へ

の近道なのかもしれない。 

（情報サポーター 遠田真琴）                      

いきいき健康教室（後期） 

活き生きのススメ！ 

健康寿命をのばそう part２（全２回） 

日にち：11 月 14 日・28 日（木） 

講 師：土井 孝子さん 

（日本健康体操連盟・健康運動指導士） 

キーワードは「食事」と「運動」 

 

座ったままストレッチの実践 
（特に印象に残ったモノを 2つ紹介） 
 

土井 孝子さん 

座ったままストレッチを実践 

健康とは、病気でないとか、弱っていないという

ことではなく、肉体的にも、精神的にも、そして

社会的にも、すべてが満たされた状態にあると 

いうこと。        (日本 WHO 協会 訳) 

健康の定義 
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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☆ 

2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* 
「ワンワン捕物帳」 

 数年前、大型ショッピングセンターに買い物へ 

行った時のことである。一階の入り口付近を  

小学校４、５年生くらいの男の子が何やら出たり

入ったりしていた。不思議に思った私は、思わず

「何かあったの？」と尋ねた。「犬がお店の中に

入ったので捕まえようとしているんです。」店内

を見ると、犬はものすごい勢いで走り回っている

ではないか。よく話を訊くと、入り口付近の  

誰かの自転車に繋がれた犬が“大脱走”したと 

いうことだ。私はてっきり少年のペットだと  

思っていた。しかし、その子は一生懸命に追っか

けていた。そして弟も加勢し、ようやく「捕獲」。

その後、少年たちの行動に感動した私は、お節介

ながら飼い主の方に状況を伝えた。お礼を言われ

た二人は安堵感と嬉しさで少し照れた笑顔で 

会釈していた。「一件落着」。 

 私は、公共施設で他のお客様に迷惑をかけない 

ように行動した少年たちに多くのことを学ばせ

てもらった。それからの買い物が清々しい気持ち   

だったのは言うまでもない。 

（情報サポーター 櫻井 紀子） 
  
  

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

