
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

   

   

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

2020．6．1発行  第 254号 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

・ 事業レポート  だるい？汗っかき？物忘れが多い？ 

女性に多い甲状腺疾患 

第 3回アスカーラ共生フォーラム 

・ 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？「61.0％」 

・ 相談室のご案内 

・ ひとりごと 

・ 今月のアスカーラ 

 

詳細は５ページに掲載 

※2020年 5月号は休号になりました。 
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 髙士医師から「人の体

は本来“森”で、どこか

の木で異常が見つかっ 

たら、森全体の雰囲気が

おかしくなるので、どこ

の木に異常が有るか、細

分化して診る必要が有り

ます」と言われ、不調の

原因を探る難しさをイメージできた。その後、専門

的な解説も交えながら今回のテーマの甲状腺疾患

について、分かりやすく教えていただいた。 

 受講生達は皆、真剣な面持ちで自分や家族、友人

のために一生懸命に学んでいた。 

 ちなみに福岡大学筑紫病院には 27 の診療科が有

り、甲状腺は内分泌内科を受診したら良いそうだ。 

 ただ残念ながら、始めから内分泌内科を受診する

ケースは稀で、他の循環器内科や消化器内科などを

受診しても不調が続くので、最終的に内分泌内科を

受診後、処方された薬が合ってようやく症状が劇的

に改善することが多いそうだ。繰り返し「『甲状腺

の病気かも？』と思ったら、内分泌内科を受診する

ことを周りの人にも伝えて欲しい」と言われた。 

 内分泌内科はホルモンの病気を診る内科であり、

ホルモンは多過ぎても少な過ぎても悪影響がある

ので、症状を自覚したら早めの受診を心掛けて欲し

いと強調された。 

 特に若い女性の潜在性甲状腺機能低下症（軽度の

ＴＳＨ上昇）は、生理不順や不妊の原因になってい

る場合があるので放置しないで欲しいとのこと。 

積極的に甲状腺ホルモンを補充する治療を行えば、

不調の改善が期待できるそうだ。 

 甲状腺の病気は頻度が高く、特に女性に多い上に

症状は多彩であるため「甲状腺の病気かも？」と

思ったら、とりあえず、内分泌内科を受診してみて

はどうだろうか…。 

 心と身体の声に耳を傾けて、自分を労わりながら

暮らしていこうと思った。 

       （情報サポーター 東慶院 桜子） 

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 

アスカーラいきいき健康教室（後期） 

だるい？汗っかき？物忘れが多い？ 

 女性に多い甲状腺疾患 
       
日にち：12 月 19 日（木） 

講 師：髙士
たかし

 祐一
ゆういち

 さん 
（福岡大学筑紫病院 医師） 

髙士 祐一 さん  

いい医療を受けるには？ 

甲状腺の主な症状（講座の内容より） 

真剣な面持ちで講座を聴く受講生  

こんな症状があったら甲状腺の病気も念頭に！！ 

甲状腺機能亢進症 甲状腺機能低下症 

暑がりである 寒がりである 

汗かきである 皮膚がかさかさしてきた 

疲れやすい 便秘がちになった 

動機がする 体重が増えてむくむ 

食欲があるのに体重が減った 無気力で何をするのも億劫 

手足が震える 髪や眉がうすくなった 

息切れがする 食欲がない 

首の下の方が腫れてきた 首の下の方が腫れてきた 

目が出てきた  

まぶたが腫れっぽくなった  

落ち着きがない  
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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 

講座です。子どもが好きな方、子育てを応援したい方、ぜひ託児サポーターとして活動してみませんか！ 

 

 

◆自己分析講座◆「自己分析入門～過去を振り返り、未来を想い描く！～」（全 3 回） 

【日時】7 月 3 日（金）・6 日（月）13 日（月） 10：00～12：00  

【会場】301 会議室（3 階） 

【講師】大石 紀子（株式会社キャリアプログレス 代表取締役） 

再就職チャレンジ講座 
（※ 再就職をめざす女性を応援するための講座です。 

今年度は 5 つの講座をご用意しました。そのうちの 2 つの講座をご案内します！ 

 

回 日時・会場 テーマ・講師 

1 

7 月 7 日（火） 

10:00～12:00 

303 会議室（3 階） 

ボランティアで活き活きと！ 
講師：林田 スマ（大野城まどかぴあ 館長） 

2 

7 月 14 日（火） 

10:00～12:00 

303 会議室（3 階） 

子どもとの関わり方 
講師：三原 詔子（福岡女子短期大学 子ども学科 准教授） 

3 

 

7 月 20 日（月） または 7 月 21 日（火） 

9：10～12:10 

303 会議室（3 階） 

子どもを守るための幼児安全法（救急救命） 
講師：日本赤十字社福岡県支部 幼児安全法担当職員 

※どちらかの日程にご参加ください 

4 

8 月 3 日（月） 

10：00～12：00 

多目的ホール（1 階） 

子どもがみている世界と生活している時間 
～発達を踏まえた子ども家庭支援～ 

講師：坂田 和子 

 

 

 

◆面接対策講座◆「面接なんて怖くない！」 （全 3 回） 

【日時】7 月 17 日（金）・20 日（月）、27 日（月） 10：00～12：00    

【会場】301 会議室（3 階） 

【講師】大石 紀子（株式会社キャリアプログレス 代表取締役） 

 

【定 員】30 名（申込先着順） 【受講料】無料 

【申 込】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 

※セットでの受講をおすすめします 

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 

※会場や定員については安全を考慮して変更となる可能性が 

あります。その場合はホームページでお知らせします。 

http://www.madokapia.or.jp/
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ご
存
知 

で
す
か
? 

アスカーラでは、男女共同参画社会を実現するために、子育て・孫育てを応援しています。 
この講座では、子育て・孫育てに役立つ様々な学びをお届けします！みなさまのご参加お待ちしています。 

 

第 2 回 心と体を整える！ヨガでリフレッシュ 

日 時：8 月 1 日（土）10：00～12：00  会 場：多目的ホール（1 階） 

講 師：山本 梓（ヨガインストラクター、健康運動指導士） 

受講料：無料   対 象：第 1 回講座に参加するご家庭の女性、子育て・孫育て中の女性 

☆ヨガマットまたはバスタオル（床に敷いても良いもの）・飲み物を持ってきてください 

第１回 子どもと作ろう！元気もりもり朝ごはん 

日 時：8 月 1 日（土）10：00～14：00  会 場：調理実習室（2 階）・和会議室（2 階） 

講 師：北川 みどり（食育指導士、調理師、食生活管理士、みそソムリエ） 

受講料：1 組 1,000 円（材料費として） 対 象：子育て・孫育ての中の男性と小学生の子ども 

☆三角巾・エプロン・手ふき用タオルを参加人数分持ってきてください 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

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」 

  新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 

おひざでだっこは当面の間中止します。 

再開時期につきましては、図書館ホーム 

ページをご確認ください。 

○ お楽しみ会 

  6月 25日（木） 

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。 

 

 

内閣府では、数年おきに「男

女共同参画社会に関する世論調

査」を実施しており、令和元年

実施の調査結果を同年 11 月に 

公表しました。 

 女性が職業をもつことについ

ての考え方を問う質問では、「子

どもができても、ずっと職業を

続ける方がよい」という回答が

最も多く、61.0％でした。 

 男女別にみると、女性が

63.7％、男性が 58.0％で、女性

の方が多いものの、男性も 6 割

近くとなっています。 

   また、時系列的にみると、前

回の平成 28 年調査の 54.2％ 

から大きく数値を伸ばし、調査

開始以来、初めて 6 割を超え  

ました。 

 
  
 
 
 

 

＜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 

この結果は、女性が職業をもち

続けることに賛同する考え方が、

男女ともにより一般的になった  

ことによるものではないかと考え

られます。 

このような考え方の変化が、女

性の活躍推進や男女共同参画社会

の推進に結びつくといいですね。        

参考：内閣府男女共同参画局 HP 

日本経済新聞 

2019年11月15日号 
 

らんちゃん（左・3歳2ヵ月）と 
すみれちゃん（右・1歳 10ヵ月）。 
アンパンマンのおもちゃで 
楽しく遊びました！ 

らんちゃん（左・3歳2ヵ月）と 
すみれちゃん（右・1歳 10ヵ月）。 
アンパンマンのおもちゃで 
姉妹楽しく遊びました！ 

キッズルームで 
★こんにちは★ 
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講談とジャズ !？ 耳を疑うような組み合わせ。

それは、ゴルゴンゾーラに蜂蜜、トーストにアイ

スクリーム、メロンに生ハム…のような、筆舌に

尽くしがたいハーモニー。 

『さても二人その成り立ち、如何にと縁あるや』

パンッ（合いの手） 

＊＊＊ 

梅も零
こ ぼ

れ始めたという頃に。今年は福岡での観

測史上最も遅い初雪を記録した。その前日、雨で

天候の悪い中にもかかわらず、開場１時間前の入

り口には長蛇の列。午前中にはバザーもあり、館

内は活気にあふれていた。開催に際し、新聞への

掲載や満員御礼に対して、市長が館長他皆さんへ

普段言えない賛辞を贈ると会場は拍手と微笑み

に包まれた。前

半では図画・標

語の表彰もおこ

なわれ、応募の

多い学校には学

校賞が贈られた。 

学校教育の中で

男女共同参画に意識をもつのは当然のこととは

いえ感心した。 

さて、福岡出身の神田紅さんは、誰もが知る講

談師。男性社会の講談界で、苦労をバネにやって

こられた。フランス語でのフランス公演もされ、

世界にはばたく一人だ。モットーは「講談には、

笑いをどこかにいれなさい」ということもあって

(wikipedia 調べ：当時)紅節炸裂。まずはウォーミ

ングアップがてら、講談の一節を習っての声出し。

なんと来場者のノリの良いこと。観客と出演者と

の心が通じあった瞬間があった。講談は、4 年後

の改刷に先駆けての新五千円札の顔・津田梅子

(以下、梅子)。今回の共生フォーラムのために書

き下ろした、まどかぴあオリジナルバージョンで

ある。「女性にも教育を」と学校設立に奔走した、

自立した女性の一人だ。梅子は６歳でアメリカに

留学し、10 年間の暮らしの中で英語は身につい

たものの日本語が乏しく、帰国後直ぐには仕事に

就くことが出来ずにいた。だが、人との巡り合わ

せのおかげで、日本

語の勉強、英語教師

の仕事、二度目の渡

米、学校設立の資金

援助等に恵まれた。

どれも苦労の末で

はあるが、夢の実現

のための縁の恵みを得るのだった。一人では成し

遂げられないことを果たした功績をみれば、昨今

の“ONE TEAM ”の時代に旬の題材といえる。 

後半は、シンガー 

ソングライターJILLE

さんのライブ。SNS

で注目を浴び、『香

港 ア ジ ア ポップ

ミュージックフェス

ティバル』では、グ

ランプリを獲得した。世界を視野に活動している、

旬の逸材だ。来年開催予定の東京パラリンピック

での、車いすラグビー日本代表応援ソングに

『Goal(ゴール) 』が起用されている。パワフルボ

イスとクリアで伸びのある高音を巧みに操る音

色で、会場を魅了した。オリジナルソング『Try 

Again(トライアゲイン) 』では、“あたなもはばた

けるよ”と背中を押してくれている。 

 

『これぞ、世界にはばたく二人の成り立ちが 先

人より申し受けしと謂われある(か否かは別と

して)、明日にはばたく我らの鑑なり～』 

パンパパンッ（合いの手） 

(情報サポーター Ｍ美) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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～ 

日にち：2 月 16 日（日） 

出 演：神田 紅さん（講談師） 

JILLE さん（シンガーソングライター） 

主 催：アスカーラ共生フォーラム実行委員会 

講談中の神田 紅さん 

熱唱の JILLEさん 

学校賞受賞の様子 
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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☆ 

＜アスカーラからのお詫びとお願い＞ 
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、事業の延期や 

中止などで大変ご迷惑をおかけしておりますこと、心よりお詫 
び申し上げます。 
今後各事業の再開につきましては、ホームページなどでお知 

らせして参りますので、よろしくお願い申し上げます。 

職員一同

＜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*   
 
難解な言葉  

新聞 TV や政治家などみだりにカタカナ語が 
連発される。“虚偽広告 ― LP（ランディングペー
ジ）”“その発言「レイハラ」かも”や“近頃の政治
は「無理ゲー」”“自由か安心かギグワーカー論争”
など解説なしには理解できない。 
 「記事の基本はニュースを簡潔に分かりやすく読
者に伝えること」とある。しかし高齢者には難解な
表現が多い。英語か略語か、造語なのかまたは専門
用語なのか理解できない言葉も多い。せめて英語の
スペルでもあればな～と若者でもつぶやく。 

「デジタルサイネージ」「ザッピング」「タメ口」「デ
ジタルタトゥー」「エモい」「ドラァグクイーン」…
などわたしにはチンプンカンプン。 

河野防衛大臣も記者会見で、新型コロナウイルス
に関してカタカナ表記の多用に「日本語で言えるこ
とをわざわざカタカナでいう必要があるのか」と疑
問を呈した。「パンデミック」「クラスター」「オーバ
ーシュート」「ロックダウン」。「年配の方にもわかり
やすくしたほうがよい」と注文をつけた。 

思い違い勘違いばかりの高齢者＃MeFrail のたわご
とである。      (情報サポーター 原田 久) 

 

 

  

6月の男女平等推進センター 

 

新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、今後のスケジュールが変更になる場合がございます。 

最新情報はホームページ等をご確認ください。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 

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

