
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

   

   

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

2020．12．1発行  第 260号 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

・ 事業レポート プチ起業実現セミナー 第１回・第２回 

一歩踏み出したい女性のためのプチ起業応援カフェ 

・ 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 

 

出口 治明 
（立命館アジア太平洋大学（APU）学長） 

オンライン講演 
「人生 100 年時代を楽しむ」 

加納 ひろみ ＆ 林田 スマ 
KIGURUMI.BIZ 株式会社 

代表取締役 

生出演トーク 
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私事ですが、私は夫の扶養控除範囲内で働くパー

ト主婦です。今は個人事業主として請負で仕事をし

ています。しかし、納税の発想はありませんでした。

起業セミナーの第 1 回は確定申告のお話で、起業し

て個人事業主になる責任と自覚を学びました。 

 

 

結論から言うと、 

私は確定申告する 

ほど収入は無いよう 

です。配付された 

資料の多さと細かさ 

に怖
おじ

気
け

づきながら 

税務署職員さんの 

説明を聞いていた 

ので少し安心しました。でもそれは中途半端な主婦

の小遣い稼ぎでは？ せっかく起業するなら開業手

続き、帳簿の記帳、確定申告をして納税する覚悟が

ないと成功しないのでは？ と考えました。 

 

開業時の(主な)手続き 

１ 個人事業の開廃業等届出書 

２ 所得税の青色申告承認申請書 

３ 青色事業専従者給与に関する届出書 

４ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 

 

 
 

夢の実現のために資格を取得、資金調達して開店

した友人がいます。彼女はどれだけの手続きをこな

したのでしょう。スタートラインに立つには国税庁

のホームページや会計ソフトを利用するスキルを

磨く努力も必要ですね。 

 

 
 

アスカーラで開催の「女

性のための起業支援セミ

ナー」は今年で 4 年目。毎

回キラキラした女性が集

まり、次の段階に進む力を

付けています。講師の松永 

幸子さんは長年の広告業

界での経験と知識を活かし、販売促進を中心に、女

性起業支援・中小企業支援を行っています。 

またまた私事で恐縮ですが、ボランティアグルー

プの代表を務めています。設立当時、法人化を望む

会員もいたのになぜ 20 年もボランティアのままな

のか？ 今回習った女性起業家にありがちな傾向で

納得しました。 

強 み 

● 自身の生活経験・消費経験に基づく 

● 柔軟に軌道修正ができる 

● チャレンジ精神、度胸・メンタルの強さ 

● コミュニケーション力の強さ 
 

弱 み 

● ビジネスノウハウの不足 

● 計画性・マネジメント力の不足 

● 収益意識があまりない 

● 子育て・介護・体調など女性特有の制約 

● 人脈のせまさ(仕入先などビジネスの人脈） 
 

私たちは収益意識が低く、コスパを考えない。生

活が懸かってないから計画性がなく介護・体調の制

約で簡単に活動縮小した。だから有償ボランティア

の域から出られないのかと反省です。 

 

 

仲間と共に株式会社を目指す人、一つの事をじっ

くり取り組む人などプチ起業も様々です。いずれに

しても今の自分に何が必要かを知り、目標を決めて

動き出すことが起業の第一歩だと思いました。 

（情報サポーター おたまじゃくし M） 

 

 

 

 

女性のための起業支援セミナー 

プチ起業実現セミナー ～夢をステップアップ！～ 

日にち：10 月 5 日（月） 

第１回「はじめての青色申告」 

講 師：古賀 彰、右近 秀二 

（博多税務署 特別記帳指導官） 

第２回「プチ起業について」 

講 師：松永 幸子（合同会社ハロー 代表） 

夢を実現する覚悟 

好きだけで仕事になる？ 

将来なりたい自分は？ 

≪受講生の感想≫ 

〇青色申告の4つの STEPをまず初めに大まかに伝えてもら

えたので、何をする必要があるか、分かりやすかったです。 

〇起業して終わりではない、常に勉強をしないといけない、 

という松永先生の言葉が印象的でした。 
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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。なお、1 週間前が土日祝・休

館日にあたる場合は直前の平日 17時までに

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 

女性が仕事、家事、趣味などそれぞれの 
自分の時間を過ごすためには、自分自身 
と家族の健康はかかせないものです。 
家族みんなで健康な食生活を送りたい方、 
ぜひご参加ください。 

アスカーラ市民グループ活動支援事業 共催事業 

「SDGs」（エスディージーズ）は 

すべての国と人々を対象とする 

目標であり、達成のためには国の 

政府や自治体、市民団体、企業、 

学校、個人など、あらゆる人々の 

協力と参加が求められています。 

「SDGs」についての基礎知識と 
それぞれの取り組みについて一緒に学びましょう！ 

【講師】神﨑 智子 
（福岡県男女共同参画センター「あすばる」センター長） 

【会場】303 会議室（3 階） 

【定員】30 名（申込先着順）  【受講料】無料 

主催：大野城女性の会 

講演会 

神﨑 智子 

日時：12 月14 日（月） 

10：00～12：00 

場 所：多目的ホール（1階） 

講 師：吉田 麗子（FP事務所シナリオ 代表） 

対 象：大野城市在住、在勤、在学中の女性 
（勤務予定者・ボランティアの方も可） 

受講料：無料 
 

◆講座終了後に配信する動画を 

自宅で視聴することも可能です（要申込） 

生き生きと輝く女性応援講座 

この講座に限り 
託児無料 

http://www.madokapia.or.jp/
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第 4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 

「人生 100年時代を楽しむ」 
 

立命館アジア太平洋大学（ＡＰＵ）学長 

ライフネット生命 創業者 

出口 治明さん 

 

KIGURUMI.BIZ株式会社 代表取締役 

（大野ジョーくんの衣装制作者） 

加納 ひろみさん 

 

まどかぴあ館長 

林田スマとの生トーク 

＜託児あり＞ 

時間▶10：30～11：00 

 

会場：多目的ホール 

（まどかぴあ 1 階） 

＜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★ 

【作品展示】 

期間▶令和 3年 2月 4 日（木） 

～3月 2 日（火） 

会場▶ギャラリーモール（1階） 

大野ジョーくん＆まどかちゃん 

ダンスステージ♪（予定） 

今月のキッズルーム 

「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 

 
 

今月のお楽しみ情報 

○ お楽しみ会 

12月 7日（月）10：30～ 

担当：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。 

オンライン講演 生出演トーク 

令和3 年 

（2021年） 

2 月27 日 

（土） 

会場▶大野城まどかぴあ 1階 大ホール 時間▶13：00開演（12：00開場） 

料金▶500 円  当日 700 円   自由席 

◆チケット発売日 令和 2年 12月 4日（金）10：00～ 
【チケット発売日専用ダイヤル】TEL092-591-1111 

 

時間▶13：10～13：30 

（予定） 

10 月 5 日（月）ママ・ポケット
によるお楽しみ会が開催されま
した。参加者は、手遊びや紙芝居
に夢中になって見入っていまし
た。 
 
 

←大野城市 PR キャラクター 大野ジョー 

大野城市イメージキャラクターまどかちゃん→ 
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ステイホームで家族と一 

 

 

 

 

今年で 4 年目のアスカーラ講座「プチ起業セミ

ナー」卒業生で結成された“創業したい女性のコ

ミュニティ「クレエ」”主催のカフェに参加しまし

た。起業した先輩の具体的な体験談やアドバイス、

知識・ノウハウを吸収しようとする参加者たちの元

気で自信にみちた笑顔が会場に溢れていました。 

 

 

 

宮崎さん 

 子どもを応援できる 

自立した人になりたい 

と、夫と 3 年は続ける 

と約束して自宅の１室 

でアンティークと雑貨 

の店を開く。幼児 2 人を連れてアメリカへの買い付

けが自信になった。成長した子どもは「私たちのせ

いでお店を辞めたと言われたくない」と言う。5 年

前に念願だった倉庫でアンティークショップを

オープン。同業者と同じ悩みを共有して良きライバ

ル関係を築く。 

黒木さん（Ｈ30 年度プチ起業セミナー受講生） 

自分の欲しいものが 

ないので自分で作ろう   

と、紫外線と保湿に特化 

した化粧品・服飾雑貨企 

画開発販売卸売／小売

に挑戦。自分が好きな事、社会に貢献出来る事、得

意な事の 3 つが重なるのが会社の仕事。夫とは計画

表を作りメールで確認。ありがとうは具体的な言葉

で伝えている。 

宮原さん（Ｒ元年度プチ起業セミナー受講生） 

 自分が知らずに税金を 

納めすぎていたのをきっ 

かけにこれからはファイ 

ナンシャル・プランナー 

としての知識が必要、と 

思い資格取得。独立系事務所の勤務経験を活かし自

分の事務所を開設。大野城市家計改善支援員として

も活動中。暗い顔の相談者がぱっと明るい笑顔にな

ると自分も元気になる。 

 

 

 

上記は 24 年前のまどかぴあ開館ポスターのフ

レーズです。私は開館当時から男女平等推進セン

ター アスカーラに受講生やボランティアとして関

わってきました。講座修了生がグループを作り活動

するのをいくつも見て来た私が今回取材した「クレ

エ」さん主催カフェの印象は、“もう耕す時期は過

ぎて、今は花が咲いている”です。 

90 年代に多かった講座のテーマ“自己の確立”や

“自分探し・自分らしく生きる”を彼女たちはすで

に済ませて、自分は今何がしたいのかが、はっきり

しています。セミナーや講習会に積極的に参加して

自分が求めているものを探し、悩みや相談、情報収

集をする行動力は頼もしく思いました。 

親世代が悩んだ“三歳児神話”や“家庭と仕事の

両立”は、どうすれば解決できるか夫婦で話し合い

協力する姿は「家庭科男女共修」の成果でしょうか。

夢ではなく目標に向かうパワーは一人より二人の

方が大きくなりますね。 

アスカーラで育った人たちが花を咲かせ、実りを

迎える姿に出会えて嬉しかったです。これからも

いっぱい花を咲かせましょうね。 

（情報サポーター おたまじゃくし Ｍ） 

アスカーラ市民グループ活動支援事業 

一歩踏み出したい女性のための 

     プチ起業応援カフェ 

日にち：10 月 31 日（土） 

パネルディスカッション登壇者 

宮崎 美佳 氏 

（Ｂｏｔａｎｉｃａｌ Ｃｌｏｖｅｒ 代表） 

黒木 万起子 氏 

（株式会社ファイブエレメンツ 代表取締役） 

宮原 晴美 氏 

（老後のおかね エフピークレア 代表） 

自分の居場所は自分で創る力 

わたしを耕す人でいたい 

 
【宮崎 美佳さん】 

 
【黒木 万起子さん】 

 
【宮原 晴美さん】 
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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☆ 

 ＜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 

〒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 

 

1２月の男女平等推進センター 

 

*ひとりごと* 
令和二年毎日コロナのニュースで明け暮れ世界中で思わぬ

日々を過ごす年となりました。終息しないまま春から夏へそ
して今は秋。 
春：古里から今回が最後ですと、同窓会の便りが届きました。
歳を重ねた日々を語り合い若かった日の思い出話、そしてこ
れからの人生について、語り合おうと楽しみにしていたのに
中止となりました。春と秋七十三回続いていた太宰府句会も
これを期に終了。各地の句会もすべて誌上大会となり、皆さ
んとお会いする機会もなくなってしまいました。 
夏：父母の墓参り、親戚にも会えない淋しいお盆となりまし
た。そして長年の友との永遠の別れ。“コロナ禍にひっそり友
は天に発つ” 
台風十号。かつてない大型と避難の指示にもう一人の友と二
人で友人のマンションに旅行気分で、お世話になりました。
風雨の音に怖い思いの反面、若い日の職場での思い出話に花
が咲き楽しく台風の夜を過ごす事が出来ました。 
秋：自粛解禁になり、七ヵ月ぶりに電車に乗り詩吟の仲間と、
旅行積立で蟹とマツタケ御膳でプロの味を堪能しました。シ
ニア大学、ボランティア等々少しずつ活動が解禁になって来
ました。先日久々のグランドゴルフでホールインワン。“万歳
し見上げた空の青まぶし” 
各国での内戦、自然破壊による温暖化、野鳥の食変による減
少等々、地球は大きく変化しています。世界中の日常を大き
く変えて、百万人以上の尊い命を奪い今も元気に駆け巡って
いるコロナ。コロナは人類に何を伝えに来たのでしょうか。
今後もコロナとの共存が続くと言われていますが、三密を守
り、一日も早く終息し世界中が安心して、元気に過ごせる事
を願っています。 

“アマビエにコロナ退治を祈る日々” 
        （情報サポーター 市瀬 主充子） 

 

令和2年12月28日（月） 
          
令和 3年 1月 4日（月） 

休館日です 

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

