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日日日日    時時時時・・・・会会会会    場場場場    講講講講        座座座座・イベント・イベント・イベント・イベント    

    5555 月月月月 19191919 日日日日

（（（（土土土土））））    
    

多目的多目的多目的多目的ホールホールホールホール    

（（（（1111 階階階階））））    

13131313：：：：30303030～～～～15151515：：：：00000000    

入場無料入場無料入場無料入場無料 

大野城市市制 40 周年記念 

＝＝＝男女共同参画条例制定記念講演会＝＝＝ 

☆基調講演「女性の社会進出後進国日本」 

 講師 麻生 渡さん（前福岡県知事・九州旅客鉄道株式会社特別参与） 

☆パネルディスカッション 

「みんなで取り組む大野城市のまちづくり 

～男女共同参画社会に向けて～」 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ   麻生 渡さん・井本宗司大野城市長 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  林田 スマ（まどかぴあ館長） 

①①①①    6666 月月月月        2222 日日日日（（（（土土土土））））    

②②②②    7777 月月月月        7777 日日日日（（（（土土土土））））    

③③③③    8888 月月月月        4444 日日日日（（（（土土土土））））    

④④④④    9999 月月月月        1111 日日日日（（（（土土土土））））    

⑤⑤⑤⑤10101010 月月月月        6666 日日日日（（（（土土土土））））    

    

10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000 

  

    

①①①①    6666 月月月月 15151515 日日日日（（（（金金金金））））    

②②②②    6666 月月月月 18 18 18 18 日日日日（（（（月月月月））））    

③③③③    6666 月月月月 22222222 日日日日（（（（金金金金））））    

④④④④    6666 月月月月 29292929 日日日日（（（（金金金金））））    
※※※※6666 月月月月 30303030 日日日日（（（（水水水水）～）～）～）～    

7777 月月月月 13131313 日日日日（（（（火火火火））））にににに    

託児実習託児実習託児実習託児実習をををを１１１１回回回回    

  

大野城市大野城市大野城市大野城市はははは、、、、平成平成平成平成 9999 年年年年にににに九州九州九州九州でででで 2222 番目番目番目番目にににに「「「「男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画都市都市都市都市宣言宣言宣言宣言」」」」をををを行行行行いいいい、、、、平成平成平成平成 18181818 年年年年にににに「「「「大大大大

野城市男女共同参画条例野城市男女共同参画条例野城市男女共同参画条例野城市男女共同参画条例」」」」をををを施行施行施行施行してしてしてして、、、、男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のまちづくりをすすめているんですよねのまちづくりをすすめているんですよねのまちづくりをすすめているんですよねのまちづくりをすすめているんですよね。。。。

そうそうそうそうですですですです。。。。女性女性女性女性もももも男性男性男性男性ももももいきいきいきいきいきいきいきいきとととと暮暮暮暮らしらしらしらし、、、、個性個性個性個性とととと能力能力能力能力がががが尊重尊重尊重尊重されされされされ、、、、平和平和平和平和でででで心豊心豊心豊心豊かにかにかにかに暮暮暮暮すことができすことができすことができすことができ

るるるる男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会のののの実現実現実現実現をめざしてをめざしてをめざしてをめざして制定制定制定制定されたされたされたされた条例条例条例条例ですですですです。。。。男女平等推進男女平等推進男女平等推進男女平等推進センターではセンターではセンターではセンターでは、、、、毎年条例制毎年条例制毎年条例制毎年条例制

制制制制定定定定をををを記念記念記念記念してしてしてして、、、、気持気持気持気持ちをちをちをちを新新新新たにたにたにたに男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画をををを進進進進めるためのめるためのめるためのめるための記念講演会記念講演会記念講演会記念講演会をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

今今今今わたしもわたしもわたしもわたしも    あなたもあなたもあなたもあなたも    みんながみんながみんながみんなが輝輝輝輝くためにくためにくためにくために    男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画についてについてについてについて考考考考えてみませんかえてみませんかえてみませんかえてみませんか？？？？    

★★★★男女平等推進男女平等推進男女平等推進男女平等推進センターのセンターのセンターのセンターの講座講座講座講座・・・・イベントイベントイベントイベント等等等等のおのおのおのお申申申申しししし込込込込み・おみ・おみ・おみ・お問問問問いいいい合合合合わせはわせはわせはわせは下記下記下記下記へへへへ    
〒816-0934 大野城市曙町２丁目３番１号           左のマークのある講座・公演は託児 

ＴＥＬ（０９２）５８６－４０３０             が利用できます。開催日の 1週間前 

ＦＡＸ（０９２）５８６－４０３１                        までにお申し込みください 
開館日時／月曜日～金曜日   9 時～19 時                  ・1 人 1 回 600 円 

         第 2・4土曜日  9 時～17 時                  ・満 1歳～小学校就学前まで 
閉 館 日／第 1・3 水曜日、第 1・3・5土曜日   

日曜日・祝日、年末年始           ホームページ http://www.madokapia.or.jp/ 

あなたとわたしのための元気塾（（（（全全全全 5555 回回回回））））    

性別や年齢に関係なく、伸びやかに意欲に応じてあ 

らゆる分野で活躍できる社会って、素敵ですよね。 

そんな社会づくりに向けて、みんなで考え学ぶ講座を

素敵な先生をお迎えして開催します。 

“よりよい明日のために、 

心を元気満タンにしませんか？” 

第 1 回  6 月 2 日（土） 

テーマ 「昨日・今日・明日 女と男 

～男女共同参画を進めるために～」 

講  師  栁 淑子さん 

会  場  大会議室 

受講料   無料 

託児サポーター養成講座（（（（全全全全 4444 回回回回））））    

大野城まどかぴあの主催講座やイベントでの託児を

行う託児サポーターの養成講座を行います。 

2 年に 1 度の開講です。 

あなたも託児の勉強をして、 

サポーター活動を始めませんか？ 

第 1 回  6 月 15 日（金）10：00～ 

テーマ 「ボランティアってなあに？」 

講  師 林田 スマ（まどかぴあ館長） 

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 

「託児って楽しい！」 

会  場  研修室 3（まどかぴあ 3 階） 

受講料   無料 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11 の追悼式典や番組で一日中泣き暮らした翌

日に、当ボランティアの研修となりました。一年を

経過して被災地への意識が薄れてきている自分に

ジレンマを感じた折も折、「センターからのオーダ

ーからは外れますが……」と前置きをして、一過性

の単なるセレモニーを戒める“カレンダー・ジャー

ナリズム”の説明がありました。憧れのジャーナリ

ストはこれでなきゃあと、ハートを鷲掴みされまし    

た。時代を共有する発信者と

受信者の物理的・精神的交差

を想定せずして、何の意味が

あるでしょう。フォローアッ

プ講座においてはメンバー

希望の集約を重ねてきまし

たが、決定打が見つからず予

定を大幅にずれ込んで年度

末の実施となりました。大野 

城市ブレーンにこんな隠し球があったとは……と

新鮮な感動を覚えた次第です。 

講座は本題に入り、情報サポーターへの期待に触

れました。昨今に周知の財政危機から、行政広報が

上意下達の性質から協働広報へと変遷している状

況に得心。世は正に、垂直（タテ）から水平（ヨコ）

へと主軸を移しています。メンバーはその橋渡しと

しての役目と期待を担っている訳です。解説されて

初めて広報紙すてっぷの立ち位置を確認し、襟を正

す思いでした。 

 また、馬場氏が過去に西日本新聞紙上で開設し

た「黒皿」（男性を対象にした投稿コーナー）4 点を

課題に、見出しつけの実践にも取り組みました。9

名が見事に別々のタイトルを編み出しましたが、

「見出しに正解はない」と言いながらご自身が面白

がっているような……。変な表現の見出しを資料に

男女共同参画視点を検証した際には、時代を切り拓

く可能性に気づかされました。セクハラという語で

例えれば、この語のメディアへの浸透で世間の常識

が俄かに変わったと思い至るはずです。人々を生き

辛くしている言葉に注意を払うと理解すれば、そん

なに難しいことではなく、着実に社会環境のチェン

ジに繋がります。こんな懐の深い先生の指導ならス

キルアップは天井知らず……となると、ここは当然

続編待望でしょう。 

 

 

 

 

 

 

全編にわたって脱線がありましたが、元新聞記者

の秘話を興味深く拝聴しました。人となりを知るこ

とは理解を深めます。最後に伝えられたすてっぷへ

の要望も「顔が見える記事」でした。早速編集会議

の総意により、今月号から実名の明記へと舵を切り

ました。また、マーケットリサーチについては、読

者との双方向性を探って行くことでクリアーしたい

と検討中。各人が社会の起爆剤としての存在意義を

自覚して邁進しますので、変わらぬご愛読をお願い

申し上げます。 

（情報サポーター 山口郁子） 

 

情報サポーターフォローアップ講座 

「男女共同参画の視点を持った、 

読者を引き寄せる情報誌つくりのために」 

日にち：3 月 12 日（月） 

講 師：馬場 周一郎さん（元西日本新聞記者）

壁新聞“ほっぷ”に情報誌“すてっぷ”
とくれば、あとは情報サポーター自身が
ジャンプあるのみ！ 

キラリ！ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾞﾑ魂。 
講師の馬場さん 

「
見
出
し
」
を
創
る
の
は
、

な
か
な
か 

ム
ズ
カ
シ
イ
…
…
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情報サポーターは、 

一緒に“すてっぷ”を作る 

仲間を募集しています！ 

詳細は、男女平等推進センターまで



 

 

 

 

 

 

 

 

開始 15 分ほど前から参加者の女性たちが、ぞくぞ

くと集まってくる。圧倒的に、中高年層だ。男女平等

推進センターの講座等に参加する機会が比較的多い

私にとって、見慣れない顔ばかりだ。70 名の定員に

69 名の参加とか……。他の講座に比べると格段の参加

率である。中高年女性たちの健康に対する関心が高い

ということか。今年度の講座初回であるためセンター

からのあいさつと、啓発サポーター「まどか」による

男女平等社会をわかりやすく参加者に伝えるための

学習会が行われた。※「モモタロー・ノー・リターン＆

サルカニ・バイオレンス」という男女共同参画読本   

の読み語りだ。今

回のためにフォ

ローアップ講座

として読み語り

の講座を企画し、

学習したと聞く。 

 この読本は誰もが知っている昔話の「モモタロー」

を男女平等の視点から書かれたものである。出演者は

ナレーター・おばあさん・おじいさんに分かれて読み

進めていく。『ある日おばあさんは、たまには山で芝

刈りをしたいと、おじいさんにいつもの役目を交換し

てほしいと言いだす。おじいさんは突然の申し出に驚

き、女には山での芝刈りは無理だと諭すが、おばあさ  

んは大丈夫と言

いはり、しぶしぶ

提案を受け入れ

る。それから色々

あって、くだんの

とおりおじいさ

んが川で洗濯を 

していると桃が流れてきた。これを切ったところ生ま

れてきたのはモモタローならぬ女の子のモモコ・・・』

続きは 5月の第 1週目の講座の前に、モモコがいよい

よ鬼が島に鬼退治に行くところから語られるとのこ

と。聞きなれている昔話の思わぬ展開に笑いがおこる。

参加者の反応は様々。うなずきながら一生懸命聞いて

いる人もいれば、「もうこんなのしてほしくない」と

つぶやいている声も聞こえる。アンケート結果にも、

今回の学習会に参加して『男女共同参画について気づ

きがあった』と 78％の参加者が答えたにもかかわらず、

「運動の前に学習会は適切ではないような気がしま

す」との意見があった。これはこの講座を行うにあた

りセンターの説明不足かと思われる。なぜなら、どち

らかというと、一般的に男女平等推進センター事業で、

運動がある事の方が疑問だからだ。「何をするにも、

健康が基本である」それは男女ともにいえること。た

だし女性は妊娠・出産機能を備えていることから、生

涯にわたって男性とは異なる健康上の問題に直面す

る。そのため、ここ男女平等推進センターでは特に女

性の生涯を通じた心身の健康を支援していると明確

にいうべきだと思う。そして、これだけの人に支持さ

れる講座だからこそ、「この講座をきっかけに男女平

等推進センターに目を向けてほしい」というメッセー

ジを強く打ち出して、この講座からエンパワーメント

する人を育ててほしい。確かにボール（ソフトジム）

を使ったインナー 

マッスルを鍛える 

運動、ソフトエア 

ロビクスダンス、 

矯正ヨガの 3部構 

成で、気持ちのい 

い汗をかく 1時間 

30 分は魅力的だった。参加者の体も、心も弾んでいた。

人気があるのもうなずける。 

そこで提案です。ヘルシーエクササイズ講座が楽しい

方はぜひ男女平等推進センターの他の講座にも参加

してください。センターがなぜこの講座を行っている

のかを本当に理解するために。 

（情報サポーター ちびまま） 

 

 

 

 

 

 

女性の生涯を通じた健康支援事業 
ヘルシーエクササイズ講座（前期） 

    

日日日日にちにちにちにち：：：：4444 月月月月 12121212 日日日日（（（（木木木木））））    

講講講講    師師師師：：：：藤藤藤藤
とう

    像救子像救子像救子像救子
み ち こ

さんさんさんさん（（（（ﾚﾃﾞｨﾚﾃﾞｨﾚﾃﾞｨﾚﾃﾞｨｰーーーｽｴｱﾛﾋﾞｸｽｽｴｱﾛﾋﾞｸｽｽｴｱﾛﾋﾞｸｽｽｴｱﾛﾋﾞｸｽ代表代表代表代表

船越船越船越船越    光子光子光子光子さんさんさんさん((((ﾚﾃﾞｨﾚﾃﾞｨﾚﾃﾞｨﾚﾃﾞｨｰーーーｽｴｱﾛﾋﾞｸｽｽｴｱﾛﾋﾞｸｽｽｴｱﾛﾋﾞｸｽｽｴｱﾛﾋﾞｸｽ    

                                            ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ））））    

※モモタロー・ノー・リターン 
＆サルカニ・バイオレンス 
 昔むかし、ジェンダーがありましたとさ 

 

 ジェンダーに縛られず、DV の無
い、自由で豊かな≪男女共同参画≫ 
社会を創るために大きな力になる本
です！ 
 

著者：奥山和弘（おくやまかずひろ） 
発行者：増永秀夫 
発行所：（株）十月舎 

 



相談相談相談相談のごのごのごのご予約予約予約予約・お・お・お・お問合問合問合問合せは・・・せは・・・せは・・・せは・・・    

����０９２０９２０９２０９２－－－－５８６５８６５８６５８６－－－－４０３５４０３５４０３５４０３５へへへへ 

◆◇◆◇◆◇◆◇男女平等推進男女平等推進男女平等推進男女平等推進センターフェスティバルセンターフェスティバルセンターフェスティバルセンターフェスティバル実行委員大募集実行委員大募集実行委員大募集実行委員大募集！！！！◆◇◆◇◆◇◆◇    

    

    

    

    

    
 

 

         

☆☆☆☆大野城まどかぴあ 相談室のご案内  ☆☆☆☆    
        相談は無料です。まずはお電話してください。 

■総合相談総合相談総合相談総合相談・・・月曜～金曜 9時～17時 

※土・日・祝日と休館日はお休みです。 

    面接相談（要予約）と電話相談ができます。 

■臨床心理士臨床心理士臨床心理士臨床心理士によるによるによるによる相談相談相談相談・・・火曜・木曜月 4回 

面接、電話相談。予約してください。 

生き方、夫婦・親子関係、対人関係、仕事のこ  

と、DV の相談など、気持ちの整理をしませんか。 

臨床心理士が相談を受けます。 

＜今月の相談日程＞ 

5 月 10 日・17 日・31日（木）22日（火） 

■■■■法律相法律相法律相法律相談談談談・・・毎月第 1～4木曜日 13 時～16 時 

    面接相談のみ。予約してください。 

    弁護士が相談を受けます。5/3（木）はお休みです。 

■おしごとおしごとおしごとおしごと相相相相談談談談・・・毎月第 2水曜 10 時～12時 

    面接相談のみ。予約してください。 

福岡県福岡労働者支援事務所の労働相談員、 

就業アドバイザーが相談を受けます。 
                                     
  

   

    

日 曜 予 定 

1 火 ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 2 級⑥ ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級 

2 水 閉館日閉館日閉館日閉館日  

3 木 ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ閉館日閉館日閉館日閉館日    

4 金 ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ閉館日閉館日閉館日閉館日    

5 土 ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ閉館日閉館日閉館日閉館日    ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級 

6 日 ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ閉館日閉館日閉館日閉館日 

7 月 再就職ﾊﾟｿｺﾝ① 

8 火 
啓発サポーター定例会  

ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 2 級⑦ ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級 

9 水 再就職ﾊﾟｿｺﾝ② 

10 木 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級 ﾍﾙｼｰｴｸｻｻｲｽﾞ④ 

11 金 再就職ﾊﾟｿｺﾝ③ 

12 土 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級   

13 日 ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ閉館日閉館日閉館日閉館日 

14 月 託児サポーター定例会 再就職ﾊﾟｿｺﾝ④ 

15 火 ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 2 級⑧ ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級 

16 水 閉館日閉館日閉館日閉館日  

17 木 
ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級 ﾍﾙｼｰｴｸｻｻｲｽﾞ⑤ 

情報サポーター編集会議 

18 金 
親子のためのブックタイム① 

再就職ﾊﾟｿｺﾝ⑤ 

19 土 
ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ閉館日閉館日閉館日閉館日    ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級  

条例制定記念講演会 

20 日 ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ閉館日閉館日閉館日閉館日    

21 月 再就職ﾊﾟｿｺﾝ⑥ 

22 火 ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 2 級⑨ ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級 

23 水 再就職ﾊﾟｿｺﾝ⑦ 

24 木 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級 ﾍﾙｼｰｴｸｻｻｲｽﾞ⑥    

25 金 再就職ﾊﾟｿｺﾝ⑧    

26 土   

27 日 ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ閉館日閉館日閉館日閉館日     

28 月 再就職ﾊﾟｿｺﾝ⑨    

29 火 ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 2 級⑩ ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級 

30 水 再就職ﾊﾟｿｺﾝ⑩ 

31 木 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級 ﾍﾙｼｰｴｸｻｻｲｽﾞ⑦ 

****ひとりごとひとりごとひとりごとひとりごと**** 極極極極めつけめつけめつけめつけ    
５年振りに台湾・台北を訪れたら、街なかの二輪車洪水

の主役がバイクからスクーターに変わっていた。変わらな

いのが乗車定員。家族全員が 1 台のスクーターに乗車する

のである。まるでギネスにでも挑戦しているようだ。子ど

もの一人は前のステップに立たせ、次の子は夫婦の間に座

らせるといった具合。ビックリするのが、さらにプラス１

をお母さんが背負う。朝夕の通勤ラッシュは、さながらス

クーターの運動会。交差点で信号が青になるとヨーイ・ド

ンと一斉にスタート。余りの凄さに呆然と、しばし見入っ

てしまう。さて、何のための訪問かというと、さしたる目

的はない。強いて言えば、エバー航空のキティーちゃんジ

ェット機に搭乗したかったからである。航空券はもちろ

ん、あらゆる物品にキティーちゃんがあしらわれている。

もちろん旅客機の外装塗装もキティーちゃん。徹底してい

る。ある意味では空飛ぶテーマパーク化しているといえる

だろう。極めつけは、機内食に添えられたキティーちゃん

絵柄の蒲鉾。ここまで来れば脱帽である。しかし惜しいか

な、キティーちゃんの着ぐるみを着たキャビンアテンダン

トやパイロットは居なかった。……残念。 

（情報サポーター 倉町賢一郎） 

 

「「「「すてっぷすてっぷすてっぷすてっぷ」」」」のバックナンバーがのバックナンバーがのバックナンバーがのバックナンバーがＨＰＨＰＨＰＨＰでごでごでごでご覧覧覧覧いただけまいただけまいただけまいただけますすすす。。。。    

ごごごご意見意見意見意見・ご・ご・ご・ご感想感想感想感想をおをおをおをお寄寄寄寄せせせせ下下下下さいさいさいさい。。。。今後今後今後今後のののの参考参考参考参考ににににさせてさせてさせてさせていたいたいたいただきだきだきだきますますますます。。。。        

（（（（電話電話電話電話 856856856856----4033403340334033 男女平等推進男女平等推進男女平等推進男女平等推進センターセンターセンターセンター））））    

まどかぴあＨＰ→男女平等推進センター→すてっぷ 

一緒一緒一緒一緒にににに！！！！    

楽楽楽楽しくしくしくしく！！！！    

男女平等推進センターでは、センターの開館を記念して、毎年 8 月にフェスティバルを行います。そのイ

ベントを企画・運営する実行委員を募集します。23 年度は『祈り「絆、そして明日へ」～今、私たちにで

きること つながること 支えあうこと～』をテーマにワークショップやバザーなどを行いました。大ホ

ールでは伸びやで艶のある大人の歌姫クミコさんの素晴らしい歌とお話、ゲストの智子さんの癒しの歌声

が響く「トーク＆コンサート」が行われました。満杯の会場では、大きな拍手が鳴りやみませんでした。 

今年今年今年今年はあなたがはあなたがはあなたがはあなたが実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会になってになってになってになって、、、、思思思思いいいい出出出出にににに残残残残るイベントるイベントるイベントるイベントをつくりあげませんかをつくりあげませんかをつくりあげませんかをつくりあげませんか！！！！！！！！    
＜対象＞住所・年齢・性別問わずどなたでも    ＜活動期間＞～8 月末まで 

＜活動内容＞講師の人選、チラシ・ポスター作成、当日準備・進行など企画・運営全般 

  ※活動に対する報酬はありません。お問い合わせは、電話 58６－４０３０まで 

５月の男女平等推進センター 
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