
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大野城まどかぴあ男女平等推進センター  

2021．2．1 第 262号 （毎月発行）※第 265号から隔月発行になります 

■ 事業レポート① …………………………… P.2 

■ アスカーラ 講座・イベント案内 ……… P.3 

■ キッズルームでこんにちは ……………… P.4 

■ 男女共同参画図画ポスター・標語コンクール 

受賞作品決定！ …………………………… P.4 

■ 事業レポート② …………… P.5 

■ 今月のアスカーラ ………… P.6 

■ 相談室のご案内 …………… P.6 

■ ひとりごと ………………… P.6 

大 野 城 市 長 賞 

教 育 長 賞 

 

 

 

 

アスカーラ「男女共同参画」 

図画ポスター・標語コンクール 

男女平等推進センター 所長賞 

 受賞作品決定！ 

（詳細は4ページに掲載しています） 



■２  男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ２月号 

第 1 部 

自分を活かす時間を生み出す工夫 
～子どもが自分で片づけたくなる生活空間づくり～ 

講師：甲斐 祐子 
（家事・育児を楽にするお片付けアドバイザー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

● お片付けスタートの前に… 

「片付けなさーい」と言ったこと

はありますか？ そう言う前に「何を

どこに、物の置き場所は決まってい

て、そのことを伝えていますか？」

と問われ、子どもが小さい時の片付

けには、大人の準備が必要なことに

気づかされる。収納と整理は暮らしの土台となるお

片付けで、物を分けて、位置を決める（片付けの先行

投資）。そして掃除・整頓されてリセットが習慣化さ

れ、その部屋のインテリアが活かされる。 

１．おもちゃのお片付けについて 

① 取り出しやすく、戻しやすく 

② 2～3 年に一度は見直しを（選ぶ練習をする） 

③ 収納用品は子どもの成長を考え、少し先を見

据えて購入（シンプルで丈夫な棚、数年先も

使えるかを考える） 

２．子ども服のお片付けについて 

① 自分で取れる位置に置く 

② かごやフックで簡単収納 

③ おさがりは、性別・サイズ・季節・アイテム

別に分けておく 

３．お手伝いと時間の工夫について 

① 子どもの動きを観察し、動線を合わせる 

② いつも同じ場所に準備しておく 

③ 一緒にゆっくり楽しみながら定着を目指す 

④ 自分のことを自分でできる仕組みを片付け

で作る 

⑤ 時間感覚を磨く工夫、日常生活の中で時間を

覚える（カレンダー、時計、タイマーなど） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 部 

私を活かすワーク・ライフ・バランスと 

アンガーマネジメント 

講師：島田 和子（株式会社アンテ 代表取締役） 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ワーク・ライフ・バランスって？ 

老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人

の自己啓発など、様々な活動について、自ら希望する

バランスで展開できる状態。 

・バランスは結果として取れればいいと思う。 

・コーチの言葉：一時的にはバランスを崩してもよい

（例えば、今は学ぶことが大きくて、母と妻である

ことの方が小さいなど） 

 

 

 

 

 

 

 

 

● アンガーマネジメントについて 

アンガー ＝ 怒り 

マネジメント ＝ × 怒らなくなること 

○ 必要な時には怒る 

不必要な怒りを減らしていく 

・怒りの本当の原因 

① 自分の中にある「べき」 

対処法：「べき」を緩めるために自問してみる 

② 負の感情が溜まっている 

対処法：・負の一次感情をこまめに出す 

・心に溜まっているものを書き出そう 

・第三者に話す（ただただ聞いてもらう） 

・自分に話しかける（セルフカウンセリング） 

＊身体と心のサインを無視しないように 
 

島田さんが代表を務める子育て応援サークル「まま

いる」は、大野城市・春日市周辺の女性たちが「やり

たいこと、できることをできるひとができるだけ」を

モットーに活動されています。 

一人ひとりが無理なく自分らしく活躍し、女性が輝

く社会が実現されることを願っています。 

（情報サポーター 安成 惠子） 

【講師自己紹介】 
大野城市在住。2 児の母。 
2015 年にお片付けコンサル 
タント開業。お片付けご自宅 
サポート作業 1,300 時間以上。 
お片付けが「ママも家族もお家
でリラックスできる」に繋がる
ことを願っています！ 

【講師自己紹介】 
大野城市在住。3 児の母。福岡県庁
に勤務していた 20 代後半から、
キャリアに悩み、生き方・働き方・
コミュニケーション・コーチング
について学びを深める。退職後、 
ライフコーチとして起業。2020年
に法人化。組織づくり／キャリア
コンサルタント。 

生き生きと輝く女性応援講座（第 3回） 日にち：11月 21日（土） 

① バランスに囚われすぎない（最低限のイメージ、

改善すればいい） 

② 一人でやろうとしない（うまくまわりに頼ること） 

③ 自分のための時間を取る（自分を大事に） 

④ 多様なロールモデルとつながる 

（いろいろな人を知る） 

バランスをとるポイント 

◆完璧を目指さなくていい 

◆「何のための片付けか」 

家族の笑顔が増え、皆が快適に暮らせるように

するため 

大切なこと 
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令和３年度 実行委員・ボランティア募集 

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・イベントは託児を 

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 

出口 治明さん急遽入院のため「第 4回 アスカーラ共生フォーラム」は中止となりました。 
（新型コロナウイルス感染による入院ではありません） 

出口 治明さん 
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 

加納 ひろみさん 
KIGURUMI.BIZ 株式会社 

代表取締役 

【内 容】 

◆ 「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 

◆ 加納ひろみ＆林田スマによる生出演トーク 

◆ 出口治明オンライン講演 

「人生 100年時代を楽しむ」 

3月 4日（木）11：00～ 

アクティブルーム 
（大野城まどかぴあ３階） 

3月 24日（水）13：30～ 

301会議室 
（大野城まどかぴあ３階） 

4月下旬（予定） 

※時間・会場未定 

大野城市男女共生講座 

実行委員会 

日時・会場 

男女平等推進センター 
サポーター説明会 

（啓発・事業サポーター、情報サポ―ター） 

アスカーラ共生フォーラム 

実行委員会 

内 容 

2種類のサポーターに関する 

説明会を行います。 

①啓発・事業サポーター 

…紙芝居などによる啓発活

動、センターの運営補助や

講座・イベントの準備・受付 

②情報サポーター 

…隔月発行の情報誌「すてっ

ぷ」の記事作成など 

多様なテーマで男女共同参画

を学ぶ「大野城市男女共生講

座」の令和３年度実行委員会

（第1回）を、説明会を兼ねた形

で行います。 

実行委員会では、企画・講師の

人選・広報・当日準備・司会な

どを行います。 

男女共同参画について気軽に

楽しく学ぶことを目的に実施す

る「アスカーラ共生フォーラム」

の令和３年度実行委員会（第 1

回）を、説明会を兼ねた形で行

います。 

実行委員会では、企画・出演者

の人選・チラシ作成・広報・当日

準備・司会などを行います。 

http://www.madokapia.or.jp/
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市 長 賞：辻 彩花（大利中学校 1年） 

教 育 長 賞：穴井 凜子（大利中学校 1年） 

男女平等推進センター所長賞：ﾐﾝﾄﾞﾗｳﾑ ﾆｺﾗｽ 愛斗（大野南小学校 5年） 

アスカーラ賞： 小島 葉月（大野南小学校 5年）   長岡 真里（大野南小学校 5年） 

長山 未和（大利小学校 5年）     差形 真衣（大利小学校 5年） 

池田 心咲（御笠の森小学校 5年） 

市 長 賞：中村 陽南子（平野中学校 3年） 

『お とこらしくとか  お んならしくとか気にせずに  の びのびと 

じ ぶんの  よ さを  う みだせるまち』 

教育長賞：塚本 結葉（大野東中学校 2年） 

『平等の 呪文で開け 社会の扉』 

男女平等推進センター所長賞：齊藤 凪咲（平野小学校 6年） 

『女子なんだから、男子なのにを なくそうよ』 
 

アスカーラ賞：金本 梨妙（平野中学校 3年）  中村 奏花（平野中学校 3年） 

            古賀 彩加（大利中学校 3年）           

            簗瀬 優衣（大利小学校 2年） 

 

大野城市内の小中学生から「男女共同参画」をテーマにした図画ポスターと標語を募集しました。 

たくさんの作品の中から選ばれた入賞者は以下のとおりです。おめでとうございます！  

作品をご応募いただいた小中学生のみなさん、誠にありがとうございました！ 

※2月 4日(木)から 3月 2日(火)まで、まどかぴあ 1階・ギャラリーモールにて入賞作品展示中！ 

大野城市立 大利小学校 

 

(敬称略) 

k 

keishoury

aku  

) 

＜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 

今月のキッズルーム 
 

12月 7日（月）ママ・ポケット
主催のお楽しみ会がありまし
た。「よいしょよいしょ」の紙芝
居は、かけ声をかけながら楽し
めました。 

キッズルームで 
★こんにちは★ 

 
 

今月のお楽しみ情報 

○ お楽しみ会 

2月 18日（木）10：30～ 

担当：大野城子ども劇場 
 

＊＊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。 
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ステイホームで家族と一 

 

今回は、記憶力アップの話で

した。記憶力のチェックや記憶

方法で、記憶のコツである脳の

使い方を教えてもらいました。

実践して忘れ物を減らしたい、

まだまだ記憶力をアップさせ 

たい、もっと忘れないコツを知りたいと思われる方、

必見の話でした。 

 

講義の項目で「日常生活で物忘れを防ぎ、活かすコ

ツ」という話がありましたので紹介します。 

Ⅰ. 毎日鍵を閉めたかが、わからず不安になる 

まず、施錠時に別のことを考えると鍵を閉めたか 

どうかが曖昧になりわからなくなる。施錠すること

に集中する。 

Ⅱ. 買い物で買い忘れが多くて困る 

メモを取って買い物に行くことが前提ですが、ま

ずリストアップすることです。何個買うのかを把握

します。そして買い物カゴの中にしっかりと入れる

物を決めます。手に取り、カゴの中に商品を入れる

ことをイメージしてみてください。 

Ⅲ. 顔と名前が思い出せない 

覚える時がとても大事で、しっかりと「覚える」

と決めてください。そして、何度も顔を見て名前を

呼んでください。また、知っている人を関連づける

ことも良い方法です。例えば、松井さんという人は、

元巨人軍の松井秀喜と関連づける。隣に肩を組んで

いる様に一緒に見ることを意識してみてください。 

Ⅳ. やることをすぐに忘れる 

やることを先にイメージしてください。

例えば郵便ポストにハガキを出すときは、 

投函する予定のポストを決め、イメージし、ポスト

にハガキを投函するイメージをしてください。今ま

でより忘れなくなります。 

Ⅴ. 最近ボケてきた気がする 

この様に感じている人は毎日が同じことの繰り

返しになっていませんか? 新しいことを始めてみ

てください。趣味でも、買い物の場所でも、なんで

も良いので新しいことをして脳に刺激を入れてく

ださい。また旅行もオススメです。 

Ⅵ. 言った、言わないのトラブルが多い 

これは実は事実よりも一貫性の強い人が勝ちま

す(苦)。ですので、聞くときは作業をやめて聞くこ

とにしてください。また、客観的にイメージをしな

がら話をしていくと忘れにくいです。 

Ⅶ. 言葉が出てこない 

あれ、それ等と言葉を出す前に 5 秒間言葉を思い

出す時間を取ってください。すると、脳の中で検索

をします。この習慣だけでかなり変化していきます。 

 

ちょっとしたコツで脳を活性化し実行できるこ

とへの提言でした。ふむふむ、思い当たる節あり・・・ 

     （情報サポーター 倉町 賢一郎） 

 

 

 

 

中高年のための男女共同参画事業 

男性のためのブラッシュアップセミナー① 

 脳を活性化して生き生きした人生を 

～記憶力アップにより人生に対して自信を持とう！～ 

日にち：11 月 28 日（土） 

講 師：松井 達治 

（記憶マイスター、薬剤師、宅地建物取引士） 

・年齢的に脳を使うことが少なくなったので大変

有意義でした。考える生活をしなければと感じ

ました（80 代） 

・別な視点を教えてもらえました。「イメージで 

捉える」は本当に役立つと思います（60 代） 

受講生の感想（一部抜粋） 

イ
メ
ー
ジ
連
想
ゲ
ー
ム
中
。 

何
問
解
け
た
か
な
？ 

【松井 達治さん】 
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*ひとりごと* 

預金通帳に思う 

 都市銀行筋では、スマホやパソコンなど、 

電子機器で入出金を管理する電子通帳を導入している。

従来通り紙の預金通帳をつくる際には何がしかの手数料

を取るようになるとか。手数料収入の増加を図る算段で

あると思われる。ネットバンキングなどと言う流行り言

葉で表現されるが、超低金利を少しでも補う施策の一環

も含んでいるのであろう。銀行経営もひと昔前とは違っ

て難しいご時世となった。 

 年配の利用者にとっては、紙の通帳が無くなって行く

のは何とも寂しい限りである。自分の机の引き出しに保

管している「ご使用済」とゴム印が押された通帳を見る

と、当時の思い出が蘇って来る。月々の入金は給与振り

込み、定額預金は子供たちの学資資金、毎月の引き落と

しは住宅ローンなどの項目が並ぶ。家計をやり繰りして

くれた妻の当時の姿を思い出す。 

これは、人それぞれの金銭家庭史である。電子処理業

務では感じえない何か、生身の人間の感触があるが、こ

こに至っては預金通帳もコロナ禍も断捨離対象か・・・ 

    （情報サポーター 倉町 賢一郎）  

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☆ 

 

※状況によりイベントの開催に変更が生じる場合があります。 

最新情報は、まどかぴあホームページ等でご確認ください。 

 

2月の男女平等推進センター 
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