
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

   

   

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とは 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。 

大野城まどかぴあ男女平等推進センター  

2020．10．1発行  第 258号 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

・ 事業レポート 主夫と文学賞と私～大野城市のスゴイ人発見！～ 

家族で学ぶ！アクティブ・ペアレンティング 

・ 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？「パワハラ防止法」 

・ 相談室のご案内 

・ ひとりごと 

・ 今月のアスカーラ 

 

上半期に実施した講座・イベント（一部抜粋） 
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「大野城市のスゴイ人発見！」というサブタイト

ルに惹かれてどんな人かと興味津々であった。現れ

たのはスマートで優しげな若い男性。印象的な言葉

は「子どもは可愛いです。育児をメインにやってい

ます」。妻が働きに出て自分が育児を引き受ける。父

親が育児をすることに違和感は感じていないという。 

育児の傍ら執

筆活動をしてい

る。初めはシナリ

オなどを書いて

いたが、方向転換

する。2015年に

『前後を切断せ

よ』で、みやざき

文学賞小説部門受賞。次はどんな小説にするか迷う。

育児・家事をしながらの執筆は生易しいものではな

い。小説全体をまとめるにはそれなりの時間がかか

る。今回の作品は、シュークリームにローソクが一

本刺さっているのを囲んでいる家族というイメー

ジが始まりだった。そこから想像を膨らませてス

トーリーを作った。十数分単位の小刻みな時間は取

れるのだが、まとまった時間がないとストーリーが

まとめられない。時々文章が上手く紡げないときが

ある。書けないときはメモに書き残したりするが、

前に書いた部分は見直さない。今回の応募作品では

主人公は引きこもりの人だが、社会状況の変化によ

り人生は影響を受ける。ラストを決めるのに一苦労

した。やっとお盆前に書き上げた。九州芸術祭文学

賞の応募規定では、住んでいる地域に応募すること

になっている。10月に地区優秀作が決まり、翌年1

月に最終選考が行われ受賞作が決まる。地区優秀作

に決まったと電話があり、ただ誤字・脱字を直して

ほしいとのことだった。その後、正式に通知があっ

た。2020年『終わらないジェンガ』（『縁』から改題）

で第 50 回九州芸術祭文学賞最優秀賞受賞の連絡を

受け、翌日記者インタビュー。授賞式はコロナ禍の

ために中止。応募者はいわゆる高齢者の方が多いが、

感性のしなやかさに驚かされる。 

 
林田館長…第 50 回九州芸術祭文学賞最優秀賞受賞

おめでとうございます。男女

逆転の日常生活にパート

ナーの声が聞こえてこな

かったのですが、普段の彼女

の意見は？ また二人の男女

の役割的生き方などはどう

お考えですか？ 

日巻さん…男女の役割では

なくできる方がやればいいと思っています。料理担

当は自分なので妻が帰ってくるときは出来上がっ

ています。日常生活での違和感は全くありません。 

林田館長…大野城市は男女共同参画が進んでいる

市なので是非とも参考にして、今後そういう小説も

書いてほしいです。現在コロナ禍の中でどう過ごし

ているか育児の事なども教えていただけますか。ま

た、小説家は人の観察が得意といいますが、同年代

の友人はどう見ているのか、今後の芥川賞狙いは

…？ 

日巻さん…コロナ禍の中で子ど

もはウップンがたまっていて

時々爆発しますが、何をしてい

る時も可愛くてたまりません。

子どもはこれからドンドン変

わっていくと思うので、まあー

ぼちぼちいこかってとこですね。 

自分のような生き方をしている友人はほとんどい

ません。映画が好きだったからその道をあきらめき

れなくて、大学卒業後一時東京にいたことがありま

す。これからもしっかり書き続けます。 

 

最後に日巻応援団として、林田館長と大野城から

みんなで一緒に「ガンバレー」 

（情報サポーター スピカ） 

大野城市男女共生講座 第 1 回 

「主夫と文学賞と私 

～大野城市のスゴイ人発見！～」 

日にち：8 月 18 日（火） 

講 師：日巻 寿夫（主夫） 

※一部、林田 スマ（まどかぴあ館長）との対談 

 

 
第 1部 主夫も育児も執筆活動も私自身 

よすが 

第 2部 対  談 

【日巻 寿夫さん】 
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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 

アスカーラ市民グループ活動支援事業 共催事業 

主催：  女性会議大野城支部 

主催：大野城共生ネットワーク 

生き生きと輝く女性応援講座 

起業してみたい、起業に 

興味のある女性必見！ 

先輩起業家のみなさんが、 

パネルディスカッション 

形式でお話しします。 

主催：創業したい女性のコミュニティ Créer（クレエ） 

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★ 

今月のキッズルーム 

プチ起業を考えている、もしくは起業して間もない女性の方、
起業や事業経営に必要な知識を一緒に学びませんか？ 

＜託児あり＞ 

 
 

今月のお楽しみ情報 

○ お楽しみ会 

10月 5日（月）10：30～ 

担当：託児サポーター“ママ・ポケット” 
 

＊＊お知らせ＊＊ 

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、 

一部変更・中止があります。 

＜変更＞ 

・キッズルームの利用時間は 1時間まで 

・一度に遊べる人数の制限 

＜中止＞（再開時期未定） 

・おひざでだっこ「おはなしのへや」 

・託児サポーター“ママ・ポケット”の見守り 
 

ご理解、ご協力のほど 

よろしくお願い致します。 

※その他の詳細は、アスカーラ窓口へお問い合わせください 

8 月 27 日（木）大野城こども劇
場によるお楽しみ会が開催され
ました。絵本の読み聞かせや手遊
び歌など一緒に楽しんでいまし
た！ 

企業にいじめや嫌がらせなどの

パワハラ防止を義務付ける「改正

労働施策総合推進法（通称：パワ

ハラ防止法）」が 6 月 1 日から施行

されています。 

厚生労働省は、職場における「パ

ワーハラスメント」を ①優越的な

関係を背景とした言動、②業務上

必要かつ相当な範囲を超えたもの

③労働者の就業環境が害される 

の 3 つの要素を全て満たすものと

定義しています。 

事業主はパワハラの禁止を就業

規則などに示すことや、相談窓口

の整備、パワハラ発覚時の対応、 

※厚生労働省ホームページ 

「職場におけるハラスメントの

防止のために」をもとに作成 

プライバシーの保護、再発防止策

を講じることなどが義務付けられ

ています。また、パワハラの相談

をしたことを理由に解雇や不利益

な取り扱いをすることも法律上禁

止されています。さらに今回の法

改正により、セクシュアルハラス

メント、妊娠・出産・育児休業等

に関するハラスメントも防止対策

が強化されました。 

パワハラは日頃のコミュニケー

ションの度合いや関係性によって

も異なります。働きやすい職場を

めざすには法だけでなく、働く一

人ひとりの意識が大切です。 

日程 時間 内容 講師 

10/5 

（月） 

10：00～ 

12：00 

①公開講座「はじめての青色申告」 

（新規で個人事業主になる方向けの内容です） 
博多税務署 
特別記帳指導官 

13：00～ 

14：30 
②プチ起業について 

松永 幸子 

（合同会社ハロー 代表） 

 

 10/12 

（月） 

10：00～ 

14：30 

③自分の強みを生かしたアイディアづくり 

どんな事業が成功する？営業・PR 等 

松永 幸子 

（合同会社ハロー 代表） 

 

 
【受講料】① 無料 ②・③通して 500円 
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ステイホームで家族と一緒

に過ごす時間が増えた今、子

育て応援講座は親子で学べる

素敵な時間になりますね。全 4

回の中で前回は同日に「子ど

もと作ろう！元気もりもり朝

ごはん」と「心と体を整える！ 

ヨガでリフレッシュ」と分かれての実習でした。今

回は座学で小学生の子ども達は、お父さんやお母さ

んと同じテーブルで静かに過ごす微笑ましい光景

が見られました。 

 

約 40 年前にアメリカで考案されたアクティブ・

ペアレンティング（AP）は、やがて自立していく子

どもに 3 つの力「勇気・責任感・協力精神」を育て

るための親の関わり方を学ぶ講座です。自分で選択

したり判断したりする基準となるのは、これまでど

のように育てられたのかということが大きく影響

するそうです。 

“自分が育てられたように育ててしまう”“自分

がされたことがないと子どもにしてあげることが

難しい” この「世代間連鎖」の考え方から私は、

川柳「親もまた言われたように子を叱り」を思い出

しました。子どもを感情的に叱る時やとっさのひと

言は過去に自分が聞いた言葉だと思います。自分が

嫌だったことは子どもにしない。学習してこなかっ

たことは新しく学ぶ。そして子どもと良い関係を築

いていく。そのためにはどうすればよいかを学ぶの

が AP だと思いました。 

 

勇気を育てるのは「①子どもを信頼する ②長所

を伸ばす ③出来る・出来ないで評価しない ④子ど

もをありのままに受け入れる ⑤様々な経験をさせ

ることで自信とやる気を育てる」ことを学びました。

子どもの能力や年齢、経験をふまえ、子どもに選択

させること。たとえ失敗しても子どもを怒ったり、

責めたりしないで「壊れたね」「こぼれたね」と事実

を言い、これからどうすればいいかを考えさせて責

任感を育てる。また子どもの話をしっかり聴き「寂

しかったね」「嬉しそうだね」と子どもの気持ちに寄

り添うことで、子どもは“自分の気持ちがわかって

もらえた”と感じる。このような親子のコミュニ

ケーションによって、子どもは自分の問題を解決す

る力や思いやり、そして協力精神が育っていくとい

うお話でした。子どもは失敗から学び、克服する経

験を積み重ねながら自立していくのですね。あなた

や子どもの良いところを書いてみましょうと言わ

れ、あれこれ絞り出しましたが、自分は 5 個、子ど

もは 3 個でした。親子関係も夫婦関係も短所ばかり

に目を向けて、長所は当たり前のことだとスルーし

ていることに気づき反省しました。 

 

晴れた日に長靴をはいた幼児を見かけると玄関

の親子バトルが目に浮かびます。価値観を押し付

けない。子どもの選択を楽しむ余裕を持つ事が大

切と学び、晴れた日の長靴も成長過程の思い出と

して Good！だと思いました。 

子どもにイライラしたり、困ったり、怒ったり 

してしまいそうになったとき「それってそんなに怒

ること？」とちょっと立ち止まって考えることって

大事ですね。最後にイライラする時に思い出したい

言葉を教えていただきました。 

 

たいせつにしたい５つの  

① ありのままでいいよ 

② 愛しているよ 

③ あわてないでいいよ 

④ 甘えてもいいよ 

⑤ ありがとう 

 

（情報サポーター おたまじゃくし M） 

アスカーラ子育て応援講座 第 3 回 
家族で学ぶ！アクティブ・ペアレンティング 

日にち：8 月 22 日（土） 

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） 

    【野中 利子さん】 

失敗はお友達  

子育ては世代間連鎖  

それって、そんなに怒る事？ 
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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☆ 

 

10月の男女平等推進センター 

 

*ひとりごと* 

令和になってから「エンディングノートの書き方」
とか「お葬式についての説明会」等のチラシが多く目
に付くようになった。あまり気に留めずにいたが、気
がつけば 私も 78 歳！ 終活に取り組まなければと気
づかされた。明日は何が起こるかわからない今日この
頃、子どもに迷惑をかけないためにも元気なうちに終
活を始めねばと思いたった。娘 2 人（東京、静岡在住）
は家を継がないということで、45 年間住み慣れた我が
家を手放す決断をした。娘たちが一緒に住もうと言っ
てくれて、嬉しかったが私を育ててくれた福岡県から
離れがたく、大野城市に住み続けることにした。そし
て最寄りの駅近くのマンションを友人のお陰で確保す
ることが出来た。ここまでは良かった。 
問題は「引越し」と「不要物処分」だった。引越し

荷物より 45 年間の不要物の品々が何倍も多くてその
断捨離と仕分けに疲れ果ててしまった。気持ちは若い
つもりだったが体力は年相応だった。重い荷物を運ん
だ時、足を怪我し整形外科通い。破傷風や骨折でなく
幸いだった。引越し作業は続行。娘二人も手伝いたい
気持ちはあったが、コロナで帰福することができず、
結局のところ一人で何もかもせねばならなかった。 

7 月 31 日 不動産の引き渡しの日。期日までに明け
渡すことが出来た。大変だった。ホッとしたと同時に
住み慣れた我が家との別れには、何とも複雑な気持ち
を味わった。しかし、引越しの最後のチャンスだった
と思う。よくここまでこれたと思う。 
今まで、ボランティア活動やフォーラム等イベント

の実施に携わってきて、段取りや事務手続き、交渉、
人間関係、役割分担、経費等いろんな視点をもって物
事を実践し完了させてきた。この一連の動きや経験が
今回の引越しに生かされたと感謝の気持ちを込めてつ
くづく思う。    （情報サポーター 安成 惠子） 
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