
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

   

   

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

2020．3．1発行  第 252号 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

・ 事業レポート  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～ 

           今の子育て・孫育て～祖父母手帳を知っていますか？～ 

・ 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？ 

 「121位」 

・ 相談室のご案内 

・ ひとりごと 

・ 今月のアスカーラ 

 

第３回アスカーラ共生フォーラム実行委員のみなさん 

神田紅さん、JILLEさんたちとともに 

＜アスカーラバザーの様子＞ ＜表彰式の様子＞ 
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 福岡県警察少年サポー

トセンターは教育、警察、

医療など組織の垣根を越

えて連携しながら様々な

青少年問題に対応してい

ます。白木さんは少年育成

指導官という立場で出

会った子ども達が出している「SOS」の背景を紹介

されました。私たち地域の大人ができる子ども達と

の関わり方などを改めて考えました。 

 

 

家出・暴力・不良交友・喫煙・いじめ等の問題行

動をする子ども達の印象は「困った子」です。しか

し、私なんかいらない子、俺のコト嫌いなくせに、

いじめたのは寂しかった・悔しかったから…と自分

の心を持て余して「困っている子」が多いそうです。

小さな胸に収まりきれない不安や怒り・寂しさを周

りの大人に相談できない子ども達。その理由は、

困った時助けてくれなかった、どうせあなたが悪い

でしょうと話を聞いてくれなかった・怒られた経験

により大人を信じられなくなったからだそうです。

問題行動が無い「良い子」でも、心配かけたくない・

相談の仕方が分からないこともあるそうです。不安

や怒りが発達のひずみとして表れて、大人には「問

題行動」に見えてしまうのですね。 

 

 

盗み・売春・自傷行為・薬物の犯罪行為は木に例

えると枝葉の部分で、根っこには家庭環境の「虐

待・過干渉・すれ違い」からくる不安・怒り・寂し

さ・悲しさが有るそうです。少年犯罪の根っこには

家庭環境が大きく影響しているという実例を紹介

されました。 

★子ども達の言葉★ 

★「欲しくって盗ったわけじゃない」 

中学生男子 窃盗（甘えられない家庭環境で寂し

さから窃盗を繰り返した） 

★「自分の気持ちを埋めるために援助交際をしてい

た」 

高校生女子 援助交際（家族と話せない環境だっ

たから） 

★「私の場合薬じゃなくて男だった」 

中学生女子 不純異性交遊（誰かに甘えたかった

から） 

★「今日は何もありませんように」 

高校生女子 性的虐待被害（私が我慢すればいい

と思ったから） 

等々、問題解決にはまず親子関係のケアから始めな

ければならない事案もあるそうです。 

 

 

本来は「私はここにいていいんだ、愛されてい 

るんだ」という自己肯定感や自尊感情が育まれる場

であるはずの家庭。しかし、そこに居場所がない実

例のような子ども達のサポートはどうすればいい

のか？ 周りに自分を見てくれている大人がいる 

実感が心の安定につながるなら、何でも話せる居場

所作りが必要と思いました。 

（情報サポーター 森 敏子） 

 

熱心に講座を聞く受講生  

問題行動には根っこがある 

大切なあなたを守るために 

白木 里英 さん  

困った子ではなく困っている子 

DV 防止キャンペーン事業講演会 

 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～ 

日にち：11 月 16 日（土） 

講 師：白木 里英 さん 

（福岡県警察 中央少年サポートセンター 

少年育成指導官） 
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再就職に役立つ講座を各種ご用意しました！ 必要な講座だけを選択して、自分に合った形で  
受講できます。 

シリーズ講座名 日 時 講 師 会 場 

①ビジネススキルを身に 

つける！ 

ビジネス実務マナー 

検定 2 級試験 1 回 

5 月 15 日（金）～6 月 19 日（金）の   
火・金曜日のうち 9 回 

6 月 21 日（日）検定試験 

【9:30～12:00】 

樋口 なつき 

（日本秘書クラブ九州支部講師） 

202 会議室 

（初回のみ 

304 会議室） 

【受講料】3,000 円（テキスト代含む） 受験料 4,100 円は別途徴収             【申込期限】4 月 24 日（金）まで 

※大野城市内在住・在勤で、生活保護・児童扶養手当等を受給している方を対象に、受講料助成制度があります。 

 

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 

再就職チャレンジ講座 ～なりたい自分を目指して 本気で再就職！～ 

 

いっしょにやる、ということ 
～対話を通じて「共感」から「共働」へ～ 

   

【講 師】加留部 貴行 
（九州大学大学院 統合新領域学府 客員准教授、NPO 法人日本ファシリテーション協会フェロー）                      

【会 場】多目的ホール（1 階）    【募集人数】100 名（申込先着順） 
【申込方法】3 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 

にて受付開始（受講には事前の申し込みが必要。先着順で受付） 

シリーズ講座名 日 時 講 師 会 場 受講料 

②自己分析講座（全 3 回） 

 

③面接対策講座（全 3 回） 

6 月 26 日（金）、29 日（月）、7 月 3 日（金）  
【10：00～12：00】 

7 月 13 日（月）、17 日（金）、20 日（月） 
【10：00～12：00】 

大石 紀子 

（株式会社キャリアプログレス

代表取締役） 

301 会議室 

（3 階） 

無料 
④いますぐ使える！ 

パソコンのコツ 

（Word 全 2 回） 

7 月 7 日（火）、10 日（金） 

【9：30～12：00】 
竹中 ひとみ 

（生涯学習センター講師） 

202 会議室 

（２階） ⑤いますぐ使える！ 

 パソコンのコツ 

（Excel 全 5 回） 

7 月 21 日（火）、28 日（火）、31 日（金） 

8 月 7 日（金）、11 日（火） 

【9：30～12：00】 

 

男女共同参画条例制定記念講演会 

５月９日（土）10：00～12：00 

これからの未来や男女共同参画社会の実現には、多様な人々の共働が重要です。共働するには共感が、

共感するには対話が大切！ みんなで一緒に「共働・共感・対話」について学んでみませんか。 

 

【対象】結婚・出産・育児・介護等の理由で退職し、再就職を希望する女性   

【定員】①～③各講座 20 名、④、⑤各講座 18 名（申込先着順） 

 

託児無料 

※④、⑤各講座はパソコンの 

お持込も可能です。 

http://www.madokapia.or.jp/
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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。 

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。 

 

☀今月のお楽しみ情報☀ 

○ おひざでだっこ「おはなしのへや」 

3月 3、10、17、24、31日（火）10：30～ 

ぴよぴよ(妊娠中・0歳児)第 1・3・5火曜 

よちよち(1・2歳児)    第 2・4火曜 

○ 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。 

○ 3月のお楽しみ会はありません。 

 

 

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 

アンパンマンが大好きな、   
かなでちゃん（1歳 0ヵ月）。 
にっこり笑顔でカメラにポーズ！ 
 
 

参考：世界経済フォーラム（WEF）HP 

2019年版「ジェンダー・ギャップ指数」より 

朝日新聞2019年12月17日号 

日本経済新聞2019年12月17日号 
 

 

 

世界経済フォーラム（WEF）は、  

2019年12月に世界各国の男女平等

の度合いをランキングした 2019 年

の「ジェンダー・ギャップ指数」を

発表しました。 

ジェンダー・ギャップ指数は、  

経済、教育、健康、政治の 4 分野    

14 項目のデータから作成されて 

います。    

調査対象の153ヵ国のうち、日本は

前年の 110位から 121位へと順位 

を落とし、過去最低となりました。 

順位に影響したのは政治分野で、

前年の 125 位から 144 位に後退  

しています。WEFによると、日本は、

国会議員に占める女性の割合が   

約 10％と世界で最低水準になって

います。 

指数化して比べると、世界各国と

日本の差が見えてきます。 

男女の格差をどのように解消して

いくか、今後の大きな課題として 

考えていかなければなりません。 

 

 

 

 

今月の元気キッズ！ 

【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 

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。 

 

2019 年の男女平等ランキング 

順位 国名 

1（1） アイスランド 

2（2） ノルウェー 

3（4） フィンランド 

4（3） スウェーデン 

5（5） ニカラグア 

6（7） ニュージーランド 

7（9） アイルランド 

8（29） スペイン 

9（6） ルワンダ 

10（14） ドイツ 

53（51） 米国 

75（73） タイ 

106（103） 中国 

108（115） 韓国 

112（108） インド 

121（110） 日本 

（注）カッコ内は前年順位 
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時代の変化にともなって、子育ての方法も少し 

ずつ変わってきています。そうしたことから孫育て

に踏み出せなかったり、子育てに戸惑いを感じたり

しているのは私たち祖父母世代です。今回は、「今 

どきの子育てについて」学ぶ良い機会となりました。 

はじめに、北九州市から 

提供していただいた「じいじ・

ばあばに贈る  孫育て本  

(北九州市祖父母手帳 )」が  

配られ、本日の講座で使用 

されました。 

今まで、2,000組以上の 

親 子 と 向 き 合 わ れ た     

ご経験から、昔と今の  

子育てのちがいを、考え方、家の環境、おむつ、   

抱っこ、食事、おやつ、遊び、生活のリズム等、子育て

に関するあらゆる場面での説明がありました。  

スライドを通して分かりやすく、良い点や好ましく

ないこと(糖分の摂りすぎ、就寝時間が遅い等)を 

指摘され、より良い、望ましい対応を示されました。 

 

  

電子メディア(テレビ、スマホ、タブレット、DVD等) 

の使用は、子どもに及ぼす影響(視力低下、体内時計

の乱れ、運動能力の偏り等)が大きいです。特に、  

授乳中はテレビなどを消してスマホも使わずに  

ゆったりした気分で目を合わせたり、話しかけたり 

しながら向き合うことが大切だと電子メディアとの

付き合い方について力を込めて説明されました。 
 

◆子どもは、抱っこ、食事、絵本の読み聞かせ、外遊び、

散歩等を通して、全身を使って五感(視覚、聴覚、

味覚、嗅覚、触覚)が育まれていきます。 

 
 

 抱きぐせを案ずることはありません。 

「甘える」は赤ちゃんの

意志、「甘やかす」は大人の

意志。「甘える」に応えて 

「甘えさせる」ことで  

赤ちゃんの心は満たされ 

情緒が安定し、信頼や我慢

する心が芽生えます。 

 

 

 

子育ては楽しいけれど不安もつきもの。そんな時 

こそ一番身近な存在である祖父母の出番です。 

・祖父母は子育て応援団 

(口出し・手出しは半分ぐらいがコツ！) 

・パパ・ママに頼られすぎに注意です。祖父母は  

できないこと、したくないことは断っていいし、 

趣味や地域活動など自分の健康・生活も大事に  

しましょう。 

・祖父母が一緒に子どもを見守り、子育てを楽しみ

パパ・ママの気持ちに寄り添うことができれば  

祖父母も子どもたちから元気をもらうことがで

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆子どもたちに感じる愛情や、大切に育てる気持ち

はいくつになっても変わりません。 

（情報サポーター 安成 惠子）                

      

大野城市男女共生講座 第４回 

今の子育て・孫育て 

～祖父母手帳を知っていますか？～ 

日にち：11 月 26 日（火） 

講 師：榊田 えみ子さん（助産師） 

榊田 えみ子 さん 

今の子育てで、特に気を付けたいこと 
 

赤ちゃんとの絆づくりは 
～抱っこ、声かけから～ 
 

子育ての方針を決めるのは親、 

祖父母はパパ・ママのサポーター 
 

「じいじ・ばあばに贈る孫育て本」 
（北九州市祖父母手帳） 

 

 

１.育児の主役はパパ・ママ 祖父母はサポーター 

２.パパ・ママの話を聞く 

３.今と昔の子育ての違いを知る 

４.とがめる より 補う 

５.他の子、親 と 比べない 

６.手、口、お金 は出しすぎず、心と体力にゆとりを！ 

７.“ありがとう” “ごめんなさい” を言う 

         親しき仲にも礼儀あり！ 

８.孫のほめ役 

９.自分のライフスタイルも大切に 

10.老いていく姿を見せる 

孫育てのポイント 



男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ 3 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☆ 

3月の男女平等推進センター 

 

*ひとりごと* 「空想と現実の狭間で」 
 仏像が好きだ。特に好きなのは、四天王像。 
表情や、装う甲冑や衣服にさえ躍動感を感じる。仏教観
における須弥山の中腹にある四天王天の四方で仏法僧を
護る。東の持国天、西の広目天、南の増長天、北の多聞天
という四神達で最強のガードマンだ。推メンは「広目天」。
彼は千里眼の様な目でこの世を観察し、仏教の教えに 
従わない者や外敵を捕らえ、人々の煩悩をも取り押さえ、
正しい教えへと導くとされている。 

彼らの持ち物に注目して欲しい。宝刀や三叉戟
みつまたげき

のよう
に相手に攻撃を与える武器を多く持つ中で、広目天は 
筆と経典を持つ。私なりの解釈で話を続けると「暴力や
恐怖で相手を黙らせても、周りや自分が不幸になるだけ。
ペンは剣よりも強し。武力ではなく文化での世の中   
づくりを」と語りかけているように思う。 

ある日、娘が在学する東京の大学から寄附のお願いの
文書が届いた。そこに大学の校章の意味が書いてあった。
2 本のペンを斜めに交差させたデザインの写真の横に 
「ペンは剣よりも強し」と。まさに広目天と通じるものが！    
なんだか嬉しくなって、頂いたばかりの夫のボーナス 
からポンと出していいかなと思いながら寄附金の額に 
目をやると一口ゥン十万円から！(-_-; )  広目天様…庶民
をお助けください…（笑）  
 次に好きな仏像は、京都 永観堂の見返り阿弥陀。後ろを  
振り返り、修行に励む僧侶を慈悲の心で見つめる。私なりの  
解釈で話を続けると「誰もこぼれた人はいないな。自分
を信じ、私を信じ、一緒に歩む道こそ真実へと繋がる」と
語りかけているように思う。 
 私、もう一度見返って、テーブルに置かれた寄附の文書を
慈悲の心で見つめてみた。寄附をしたか、しなかったか…。
それは想像に任せる。   (情報サポーター 遠田真琴) 
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