
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

   

   

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

2020．7．1発行  第 255号 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

・ 事業レポート  明るい終活！～エンディングノートのすすめ～ 

女性議員さんとの交流会 

  大野城市議会 女性議員の『声』を聴く！ 

・ 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？「男女共同参画週間」 

・ 相談室のご案内 

・ ひとりごと 

・ 今月のアスカーラ 
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 藤井講師は、2015 年より

大野城市地域包括支援セン

ター主催「成年後見制度 基

本編」の講師を務め、同市

南コミュニティセンターに

おいても「成年後見制度講

座」の講師も兼務している。

昨年からは、新企画の九州初「終活バスツアー！（山

野石材株式会社と旅行会社『旅の漫遊』のタイアッ

プ）」の講師としても活躍されている。 

 

 

人生 100 年時代と言われるけれど、いつかはやっ

てくる親や子どもとの別れ。元気で冷静な判断がで

きるうちに、話しづらい相続のこと、今後の生活の

ことなどを終活の一環として、講師はエンディング

ノートに書くことを勧める。「ではそのキッカケを

どうするか?」講師はこう切り出してアドバイスす

る。 

① 知った時 (買った時) 

   一度書いたきりでなく、 

何度も書き直す 

② 誕生日 

   区切りとして、 

自分の命に感謝を！ 

   家族への感謝も・・・ 

③ 正月 

   今年一年の計。 

新たなチャレンジに！ 

④ 親の命日 

   意外にお薦め! 親の葬儀を思い出しながら 

そして、エンディングノートを書き終わったら、

どこに保管するかのアドバイスも・・・ 

 

 

 

 

 

ノートは遺言書ではないので、家族には保管場所

を伝える。存在を誰も知らなければ緊急時にはもの

の役にたたない。ノートは本人の個人情報であり、

自分に「もしもの」ことが起こったら、家族がいろ

いろと調べなくてよい。また、ノートをつくること

は本人にとっては、家族の争いを少なくする遺言書

を作成する参考になるし、自分がやり残した部分の

反省資料としても役にたつと、講師は説明する。 

 

 

遺言書を作成する意味は、家族でもめないように

するために書く。仲裁出来るはずの親は、もうそこ

には居ない。なんでもめているか？ 感情でもめて

いる。生きている家族は地獄、本人は天国。自分が

死んだ時のために、キチンと書いておかないと。人

間は、豊かな未来をどう創ってきたか、どうやって

改善してきたか？ 伝えることで・・・と講師は話

す。最後に、争いを少なくする遺言を残すにはエン

ディングノートを作成することに慣れておくこと

と結んだ。 

 参考までに、エンディングノートを紹介された。

本屋にいけば何種類か販売されているそうである。

本屋にはチョクチョク行くけど気づかなかった。70

代も半ばに差し掛かっているのに、飛行機の本とか

週刊誌ばかりをミーハー的に立ち読みしてても 

だめだ～ぁ と気づく？ 

       （情報サポーター 倉町 賢一郎） 

終活の一環として・・・ 

緊急時の備忘録にも 
 
男性のためのブラッシュアップセミナー 第２回 

明るい終活！ 

～エンディングノートのすすめ～ 

日にち：1 月 18 日（土） 

講 師：藤井 真司 さん（司法書士 藤井真司事務所） 

 

【藤井 真司 さん】  

遺言書は・・・ 

【エンディングノートの使い方を聴く受講生の様子】 

監 修：エンディング研究会 

発行所：株式会社永岡書店 
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今年は「学びで変えよう わたしの明日（あした）」をテーマに４回の講座をご用意しました。 

第 1 回講座は 8 月から始まります！ お気軽にご参加ください。 

 

大野城市男女共生講座 

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 定員 テーマ・講師 

1 

8 月 18 日（火） 

10:00～12:00 

多目的ホール（1 階） 

36 名 

（申込 

先着順） 

主夫と文学賞と私～大野城市のスゴイ人発見！～ 

講師：日巻 寿夫（主夫） 

大野城まどかぴあ館長 林田スマとの対談形式（一部） 

2 

9 月 17 日（木） 

10:00～12:00 

多目的ホール（1 階） 

36 名 

（申込 

先着順） 

定年後の生き方～お金に振り回されない方法教えます！～ 
講師：白浜 仁子（fp フェアリンク株式会社 代表取締役） 

3 

    ①10 月 22 日（木） 

    ②10 月 27 日（火） 

8：45～15:30 予定 

各日 

18 名 

（抽選） 

訪問先：シャボン玉石けん本社工場 

（所在地：北九州市若松区南二島 2-23-1） 

工場見学、SDGs への具体的な取り組み説明 

4 

11 月 26 日（木） 

10：00～12：00 

多目的ホール（1 階） 

36 名 

（申込 

先着順） 

レイチェル・カーソンをご存知ですか？ 

～環境問題と SDGｓ～ 

講師：多田 満（国立研究開発法人国立環境研究所 

生物・生態系環境研究センター シニア研究員） 

※SDGs（ｴｽﾃﾞｨｰｼﾞｰｽﾞ）…「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称です。 
2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標で、17 のゴール・169 のターゲットより構成。 

 

※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 

 

【受講料】無料（第 3 回のみ別途必要）  ※1 回のみの参加も可能（館外研修のみの参加はできません） 

【申 込】7/2（木）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 

 

 

 

■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 

【講師】大石 紀子 

（株式会社キャリアプログレス 代表取締役） 

【会場】301 会議室（3 階） 

 

■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 

【講師】大石 紀子 

（株式会社キャリアプログレス 代表取締役） 

【会場】301 会議室（3 階） 

http://www.madokapia.or.jp/
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＜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 

キッズルームで 
★こんにちは★ 

ご利用の皆さまには、次のことについてご理解とご協力をお願いいたします。 

● 発熱や風邪症状（せき・のどの痛みなど）がある方や体調がすぐれない方は 

ご利用をお控えください。 

● 入退出時の手指の消毒、受付時の体温測定（検温）のご協力をお願いいたします。 

● 密集・密接に配慮し、利用時間を 1時間、利用人数を 3家族 8名程度といたします。 

● ご利用の際は、必ずマスクの着用（3歳未満を除く）をお願いいたします。 

（マスク着用が困難な場合は受付時にお伝えください） 

くきっかけとなるキャッチフレー

ズ」。応募総数 2,615 点の中から以

下の 2 作品が選ばれました。 

◇◇ 最優秀作品 ◇◇ 

山野 大輔（大阪府） 

今号の表紙にはこのキャッチフ

レーズを基に作成されたポスター

を掲載しています。ぜひこの週間

のことを知ったうえで、改めて表

紙を見てみてください。 

内閣府男女共同参画局では、毎

年 6月 23日から 29 日までの 1週

間を「男女共同参画週間」と定め

ています。誰もが性別に捉われず

家庭や職場など様々な場所で個性

や能力を発揮できる社会（男女共

同参画社会）を実現するためには

国民一人ひとりの意識の高揚が欠

かせません。 

内閣府では「男女共同参画週間」

のキャッチフレーズを公募してい

ます。今年のテーマは「自分らし

い人生を実現するために、時間を

どう使っていくのか。家族や地域、

社会はそれをどう後押ししていく

のか。それを社会全体で考えてい 

キッズルームご利用のみなさまへのお願い 

参考：内閣府男女共同参画局 

ホームページ 

※「おひざでだっこ」、「お楽しみ会」、「託児サポーター“ママ・ポケット”による見守り」は新型

コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間中止します。再開時期につきましては、 

ホームページをご確認ください。 

8月 22日（土） 
10：00～12：00 家族で学ぶ！ アクティブ・ペアレンティング 

アクティブ・ペアレンティングとは、アドラー心理学をベースとした親教育プログラムです。 

親子の絆を深めつつ、子どもの勇気・責任感・協力精神を育む「親の関わり方」を学ぶことができます。 

講師：野中 利子（アクティブ・ペアレンティング・ジャパン 代表） 

会場：303会議室（3階）  受講料：無料 

対象：子育て・孫育て中の家族、興味・関心のある方  定員：24名 

子育て・孫育てを応援するため、役立つ学びをお届け 
します。肩の力を抜いて楽しく参加しませんか？ 
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今回のアスカーラ市民グループ活動支援事業は

「わが街大野城をよりよく！」と活動されている市

議会の女性議員さんとの交流会である。主催は「大

野城女性の会」である。多くの女性議員さんに出席

いただきたいと日程調整等で開催までには苦労も

あったと聞くが、多くの方に集まっていただきたい

との強い想いで開催に至った。 

大野城市議会は全議員 20 名、うち女性議員が 5

名。今回、会の想いが叶い、やむを得ず欠席した議

員を除いて 4 名の出席が実現した。参加者は男性12

名を含む52名と多くの参加があり、市民の関心の高

さとともに交流会の意義の大きさも感じた。交流会

は自己紹介から始まり、各議員それぞれに力の入っ

た取り組みが報告された。 

 

 

 

 

 
 

 

主権者教育や子育て環境改善に尽力する松田さ

ん。高齢者増に伴う介護や、発達に課題のある児童・

生徒が増えている教育現場の課題解決に砕身の大

塚さん。女性や子どもの貧困問題から中学校完全給

食実現に奔走する松﨑さん。障がい児の療育やひと

り親家庭の自立支援を模索する平田さん。タイム

リーで、多岐にわたる活動にフットワークの良さを

感じた。現代社会における問題点を敏感に捉える女

性の視点は、行政の指針となりうるものである。ま

た、見落とされがちな社会的マイノリティの存在は、

まだまだ声を上げにくい状況にあるのではないか

ということも心配される。声を届けるためにも、一

般論に終始せず、社会現象を細かく拾い上げて対処

している活動を聞き、市民として安心感を抱いた。

これが、弱者を切り捨てない公平な社会づくりの原

点になるのではないだろうか。和やかな質疑応答タ

イムからも、市民の心の声を拾い「困った」に寄り

添える近い距離であることを感じた。 

主催した市民グループ「大野城女性の会」は、平

成4年の女性リーダー研修から発足し、創立 27 年

を迎える。この交流会で、会が願う男女共同参画社

会の実現に向けた啓発が一層広がっていくことに

期待したい。      （交流会参加者の声） 

 

 

 

 

 

アスカーラ市民グループ活動支援事業 

女性議員さんとの交流会 

   大野城市議会 女性議員の『声』を聴く！ 

日 に ち ： 1月 19 日（日） 

参加議員： 松田 美由紀さん・大塚 みどりさん 

松﨑 百合子さん・平田 不二香さん 

主   催／大野城女性の会 

女性の視点をいかして 

参加者との和やか交流 質疑応答タイム

◆ 4名の女性議員の活動状況、考え等詳しく述

べられ、実情がよくわかりました。多数の参

加者が来られ熱心に聞いておられ、会場の雰

囲気も良かったと思います。 

◆ 議員さんの人柄を知ることができて良かっ

たです。 

◆ 女性議員の生の声で自分の取り組み・これ

からの課題を語ってもらってよかった。政治

は他人事ではなく自分ごと。もっと積極的に

語り合っていきたい。 

◆ 市民の一人として今後も市政に関心を持っ

ていきたいと思った。女性議員を応援したい

し、有言実行をぜひ期待したい。 

アンケート 

活動報告をする女性議員
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相談のご予約・お問合せは・・・ 

０９２－５８６－４０３５ 

 

 
*ひとりごと* 

今年の夏は「TOKYO2020」で盛り上がっているは

ずだった。新型コロナウイルスのせいで、私達の日

常は奪われ、新しい生活様式で暮らさなければなら

なくなった。 

家から外に出る際はマスクの着用が当たり前にな

ったのだ。ただでさえ、蒸し暑い日本の夏。くれぐ

れも熱中症にご用心！！ 

先日、久しぶりに海の中道海浜公園に行って来た。

お弁当を「おいしい！おいしい！」と頬張る我が子

が可愛くてたまらなかった。少し散策してコイにえ

さやりをした。コイの食欲が旺盛過ぎて恐い位だっ

た。フラワーガーデンまで歩いて「またいつか来よ

うね」と約束して早目に帰った。緑がとてもキレイ

で広大な公園に心癒された。 

世の中全体が思い通りにならない、こんな時こそ、

自分を大切にして心の声に耳を傾けたいものだ。栄

養と睡眠をしっかり取って、3つの「密」 

を避けながら、早く元の生活に戻れるよう 

にみんなで頑張っていきましょう。 

（情報サポーター 東慶院 桜子） 

 

 

 

☆大野城まどかぴあ 相談室のご案内☆ 

 

＜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 

 

7月の男女平等推進センター 

 

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

