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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、4／6（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。アス

は明日・未来の意味で、スカーラはイタリア語で、階段やはしごの意味。明日からみんなで1歩づつ階段を上がっていくように男女平等推進

を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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ＣＯＮＴＥＮＴＳ▼ 

・事業レポート「あなたとわたしのための元気塾③」「大野城市男女共生講座②」「アスカーラフェスティバル」 
・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 

 ・この数字って なあに？ 

 ・情報サポーターってどんなボランティア？ 

 ・相談室のご案内 

 ・ひとりごと 

 ・今月のアスカーラ     

～あなたにありがとうが言いたくて～ 

大野城まどかぴあ男女平等推進センター 

アスカーラフェスティバル 

第１６回男女平等推進センター アスカーラフェスティバルの風景 ２０１３．８．３１ 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
宮崎駿監督の今夏の話題作「風立ちぬ」では、アニ

メに似合わず観客席に年配者が目立ちました。開始直

後に関東大震災の映像。3.11 の記憶が生々しくとも、

あの惨事なくしては昭和が語れないとの判断だった

と聞き及びます。この日の後半の対談で、昨年の水害

からの活動を報告した空閑さんが切実に訴えた「天災

は忘れた頃にやってくる」を示唆する過去の大災害で

す。1923 年（大正 12 年）9 月 1 日、関東地方南部を

襲った大地震により、死者・行方不明者 10 万 5 千余

り、家屋の全壊 10 万 9 千、焼失 21 万 2 千と記録にあ

ります。被害総額は当時の国家予算の 1 年 4 カ月分に

達するといわれています。日本ではその後も戦火・天

災の枚挙に遑（いとま）がなく、忘れるどころか、近

年では矢継ぎ早の天災に苦しめられています。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

局地的に水不足と洪水が混在する日本列島。梅雨明

け後にまたしても水害報道を目の当たりにし、「繰り

返される異常気象とどう向き合うか？」と嫌でも予防

策・防災に思い至ったタイミングで、福岡県男女共同

参画のカリスマ・中嶋玲子さんの登場でした。本人も

初めてのテーマでドキドキしていると前置きがあり

ましたが、まず何と言っても元気で淀みのない話術に

酔いしれました。筆

者はこのボランティ

アに登録して丸 5 年

が過ぎましたが、回

を重ねて到達したと

いう共同参画の解説

に改めて立ち位置を

確認したような……。 
1995 年に 41 歳で杷 
木町会議員に当選して以降、その議員経験の視点は社

会をしっかり見据えています。1999 年・2000 年・2001
年をボーダーとしたオリジナリティ溢れる図式を駆

使して、時代の要請と将来への展望に合わせた法整備

の過程を熱く説明。思い起こせば、この時期の社会変

革は凄まじく、国も地方も共同参画抜きには成り立た

ないと大いに納得しました。 
中でも防災に関連しては、地方分権型社会へのシフ

トが最大事象と言えます。多発する災害からの復旧は

地方の実情に沿ったものでなくてはならないし、防災

でも痒いところに手が届く施

策が望まれます。パニック状

況や長期化する避難生活の中

で、果たして女性は保護の対

象かと問題提起されました。

当然、防災の現場にては自助

共助、男女を問わずそれぞれが担い手であるとの意識

改革を要します。202030（2020 年までに指導的地位

に女性が占める割合を少なくとも 30％にする目標）の

精神に則って、防災計画・立案の場にまだまだ珍しい

女性メンバーを一人でも多く投入すべきだと力説さ

れました。 
一度はやってみたかった、防災の定番「バケツリレ

ー」。共同で事にあたる基本はこれでしょう。公正な

未来社会には、コミュニティの結束が必要不可欠です。

地域の時代といわれる今、「明日は我が身」の防災を

軸に活発な意見交換のリレーで繋がりましょう。 
「あら、○○さん、元気にしてた～」と、まずは道行

く隣人への声かけから始めてみませんか？        
（情報サポーター 山口 郁子） 

あなたとわたしのための元気塾③ 

「なぜ男女共同参画の視点が 
防災に必要なのか？」 

日にち：8 月 3 日（土） 

講 師：中嶋 玲子さん 

（前福岡県男女共同参画センター館長） 

対 談：中嶋 玲子さん 

     空閑 和信（くが かずのぶ）さん 

（朝倉市蜷
ﾋ ﾅ

城
ｼ ﾛ

地区コミュニティ会長） 

     原田 ゆみ子（男女平等推進センター所長） 

 

「水害の報告をする空閑さん。 
防災に対峙するためのヒントをいただきました」 

とにかくパワフル！中嶋さん 
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 秋の日はつるべ落とし。茜色の夕焼けに見とれていたら、あっという間に日が暮れます。 

虫たちのコーラスを聞きながら、ゆっくりと夜を楽しめる季節の到来です。 

実りの秋＝こころの充実をアスカーラの講座で実感してみませんか。お待ちしています。 

 

 

 

 

 

日 時・会 場 講  座・イベント 講   師・テーマ・料  金など 

④10 月  9 日(水) 

多目的ホール 

⑤11 月 14 日(木) 

多目的ホール 

 

10:00～12:00 

 

学びはこころのエネルギー

大野城市男女共生講座  

 

毎年大人気の長老講座ﾃﾞｽ。 

色んなテーマでお送りしています。 

老いも若きも女性も男性も楽しく学び

ましょう！ 

啓発サポーター「まどか」の学習会も

あります。お楽しみに。 

 

④「もっと豊かな人生をめざして 

～こころの知能指数 UP～」 

浜田 安代さん 

（ゆなさ塾主宰） 

⑤「あなたらしく生きる 

・私らしく生きる」 

  トコさん（コラムニスト、他） 

参加無料 

定員 150 名 

①11 月 12 日(火) 

②11 月 21 日(木) 

③11 月 28 日(木) 

④12 月  5 日(木) 

  301 会議室 

 

13:30～15:30 
※第 1 回のみ 

13：15 から開始 

 

情報サポーター養成講座 

（全 4 回） 
男女平等推進センターが毎月 1 回

発行する情報誌「すてっぷ」や掲示

物「窓」を作成する情報サポーターの

養成講座を開催します。 

・講座やイベントに参加する事が好き 

・新聞等のお出かけ情報はチェック 

・好奇心がある 

・ボランティア活動に興味あり 

・人から「ものしり」と言われる 

そんな「あなた」を待っています！ 

 

 

①「情報サポーターはオモシロイぞ」  

男女平等推進センター 所長 原田ゆみ子 

「メディア・リテラシーから学ぼう 

～日常から見えて来るもの～」 

長谷川 伸子さん （仕事と暮らし研究所 代表） 

 

②③④「自分の気持ちを文章にするために」 

馬場 周一郎さん 

(西日本新聞社企画委員 

/元同社編集局文化部長) 

参加無料   定員 35 名 

原則全４回参加できる方 

 

スキルアップのための資格取得講座  日商簿記 3級講座 

①11 月 18 日(月)

～２月 17 日(月) 

（全２８回） 

まどかぴあ３階 

会議室 

 ※回ごとに会場が

異なりますので

チラシ等を 

ご確認ください 

９:30～12:00 

結婚・育児などの理由で退職し再就職

をめざす方や、仕事能力のスキルアッ

プをして再就職や転職を有利にしたい

方のための講座です。 

仕訳・記帳から決算まで、はじめて簿

記を学ぶ人のためにわかりやすく指導

します。住所・年齢を問わず大野城市

外の方でも受講できます。 

★今回は午前中に開催します★ 

講  師：高島 喜代美さん 

     （福岡地区職業訓練会講師） 

受講料：17,000 円 （テキスト・資料代含む） 

※講座開始後の受講料の返金はできません 

※大野城市内在住・在勤で生活保護等の受給

者対象に受講料減額制度あり。詳細は男女

平等推進センターまで 

申し込み期間 10/1～10/30 

申込先：筑紫地区商工会職業訓練会 

      電話 092（581）3412 

      FAX  092（581）3703 

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                   
閉 館 日/第 1・3水曜日  年末年始/12月 28日～1月 4 日 

 

右下のマークのある講座・ｲﾍﾞﾝﾄは

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 600円 

・満 1歳～ 

小学校就学前まで 
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キッズルームで 
★こんにちは★ 

U 今月のお楽しみ情報U 

○１０月１、８、１５、２２日（火）１０：３０～ 
  担当：おひざでだっこ 
      「おはなしのへや」 

ぴよぴよ（妊娠中・0 歳児）第１・３火曜 
   よちよち（１・２歳児）    第２・４火曜 
 
○１０月２３日（水）１０：３０～ 

 担当：大野城子ども劇場 
 
○１０月２８日（月）１０：３０～ 
  担当：ハンドインハンド 
 
※毎週木曜日１０：３０～１２：００は、 
ママ・ポケットの見守りの日です。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

   
     

 
   

 

 

＜利用時間＞ 
１０：００～１５：００ 

＜場  所＞ 
まどかぴあ３階  

 
※予約はいりません 
※参加料は無料です 
※未就学児が対象です 

今月の元気キッズ！ 

ご
存
知 で

す
か
? 

37.9 

  ％ 

キッズルームに来てくれるお友達は、
年齢も様々。「はじめまして」でも、みん
な楽しく遊んでいます。ママたちのお話
もはずんだかな？ 
「つみき、上手だね」 

 今回調査分 前回調査分  

審議会等の委員数 37.9％ 31.9％ △6％ 

議員数 25.0％ 25.0％ ― 

一般行政職の管理職数 7.8％ 9.8％ ▲2％ 

 

政策・方針決定過程への女性の参画、つまり女性の自立や男女の共生が

求められる社会が、どの程度実現されているかを計る重要な指針として

国、県、各市町村は、毎年女性の登用率（各委員会・審議会などの委員に

女性が占める割合）を調査しています。女性と男性、双方の意見をあらゆ

る分野に反映させ、偏りのない公平な審議を行うことは、男女共同参画社

会を実現させるための重要な要素の一つと考えられます。 

審議会等の委員の登用率をみると、国では、2年連続で減少し 32.9％、

福岡県では昨年度から 0.3ポイント上昇し 41.6％（いずれも H24  4/1現

在）となっています。 
ここ大野城市では、審議会等への女性の登用の目標を 40％以上におき、

取り組んでいます。今後も引き続き女性委員の登用を進めていきます。 

 

 ＜大野城市の審議会等委員に占める女性の割合＞（H25 4/1 現在） 

 

＜お答えします＞ 

 今みなさんがお読みになっている、男女平等推進セン 

ターの情報誌「すてっぷ」と新聞切抜き掲示物「窓」 

を毎月１回製作・発行しているボランティアです。 

月１回の編集会議では、主催講座に参加して取材した 

記事の校正や、内容についての話し合いをみんなでワ 

イワイ賑やかに行っています。好奇心があって面白い 

事探しが好きな方なら、きっと楽しく活動できますよ。 

今よりもう 1 歩！あなたの活動の幅を広げませんか？ 

（大野城市以外の方でももちろんOk！年齢性別関係なしです） 

「窓」制作中！ 

新聞切抜き掲示物「窓」は３Fの 
情報交流ひろばにあります。 
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☆ソフトバンクの孫さんに似ていると云われます。 

今日は、孫（損）はさせない話をしたいと思います。 

☆米屋の長男として生まれ、親父に“人に笑われるよ

うな人間”になってはいけない、お前の好きなこと

をやっていいが米屋はいけないと言われた。それで

米屋はやめ、コメディアンになりました。 

このつかみで会場は一気に笑いの渦に引き込まれた。 

 

「8 月 8 日は“笑いの日”大

いに笑いましょう。」と云うこの

人は、日本初の笑いの NPO 法人

博多笑い塾理事長 小ノ上マン

太朗氏。“笑いの健康”をテーマ

に、笑いの医学的・社会的効用

についての研究・実践を行っているそうだ。 

 

“笑えば NK細胞が活発に働きガンも治る”そこで

健康になるためには、笑いとレクリエーションが必要。

RECREATIONは、RE（再生）CREATION（創造）で、体の

再生・創造のためには脳が活性化する指を動かす事が

大事。それには料理を作ることが一番で、手料理の食

べ物が口に入り食道・胃を経由し腸へ…これが“ちょ

う”能力（^o^）。それにグーパー体操や指組み花ひら

きゲーム等も含め、笑癒学の一端を学んだ。 

 

男と女はそもそも、基本的に脳のシステムが違う。

女性は思い込み、男性は先入観で結婚をし、違いが発

生する。女性はストレスを話で解消するが男性は話が

苦手。まずはこの違いを理解する必要がある。 

この話は小生も身に覚えがある。ツレ（妻）の話し

かけに「そんなことは分かるはずがない…」と答える

と、「なにも答えが知りたいのではない、相槌を打て

ば話が続く、云々」と云う。そうか、ここか～。 

違いを埋めるためには、“思いやり以上に sympathy

（共感）”が大切で、男女の“絆”を織っていくこと

が重要。男女共同参画的には“きれいな絹”よりコッ

トンがいい…コットンだけに「もめんがいい」。 

最後におまけの“ノーズフルート”の演奏。感動、

笑い、元気にあふれ、時間を忘れた講演会だった。 

＜反省＞仏頂面のわたし、孫と接するときの笑顔をツレに

向けるように心掛けよ～うっと・・・！！ 

（情報サポーター しもおおりだんしゃく） 

 

 

 

 

 

 
  一部はトークショー。当初は吉行和子さんの予定

だったが、けがの為、歌手であり俳優である中尾ミエ

さんが出演された。テーマは「わたしのいろ あなた

のいろ」。団塊世代にはお馴染みの「可愛いベイビー」

で、いきなりレコード 100 万枚を売り上げた人だ。ホ

スト役の林田スマ館長の開口一番、ミエさんのスタイ

ルが良いという話から始まる。確かに、デビュー当時

と変わらないような気がする。歯に絹を着せぬ話しぶ

りとテンポの良さも変わらない。会場から応援の拍手

がわきおこり、本人もしごく上機嫌。会場が盛り上が

ったところで、その「秘訣は？」 との問いに「水泳」

と力説。世界マスターズ水泳大会が今年は京都で実施

されるので、大会出場に向けてガンバッテいるそうだ。

それも東京のオリンピックプールで強化練習をして

いるというから驚きだ。 
回、第二部で上映される「人生、いろどり」の出

演者でもあるミエさん、話は撮影のエピソードへ。舞

台は、山奥の過疎化が進んだ老人ばかりの町だ。そこ

に地元の農協が、山で採れる葉っぱを商売にできない

かと提案するところから物語は展開する。ミエさんに

よると｢世の中的には、映画の登場人物の年齢とさほ

ど変わらないので、つくりの必要はなかった｣との事。

また、地元のエキストラさんたちの撮影時の野良着と

終了後のコジャレタ身なりの落差に驚いたそうだ。 
後にミエさんは「幾つになっても鍛えれば体は変

わる。楽しい人生を送ることを心掛ける。環境は変え

ないで心をかえる。一歩前へ。」という言葉を残して

7cm のヒールで颯爽と舞台を去っていった。 
        （情報サポーター 倉町賢一郎） 

大野城市男女共生講座②学びはこころのエネルギー 

「元気な笑いは人々を救う！ 

男女共同参画関係は笑いで築く！」 
日にち：8 月 8 日（木） 

講 師：小ノ上 マン太朗さん（NPO 法人博多笑い塾理事長） 

第 16 回男女平等推進ｾﾝﾀｰ 

ｱｽｶｰﾗﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 
トークショー出演：中尾 ミエさん 

日にち：8 月 31 日（土） 
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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  ☆ 
相談は無料です。まずはお電話してください。 

■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。 

 

■臨床心理士による相談■ 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＞ 

10 月 1 日（火） 10 日・24 日・31 日（木） 

 

■法律相談■ 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。 

 

■おしごと相談■ 毎月第 2 水曜日 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 福祉住環境 2級③ ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 3級① 

2 水 休館日 

3 木 ヘルシーエクササイズ中期⑥ 

4 金 
パパ・ママのための読書タイム① 

福祉住環境 2級④ ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級 

5 土 あなたとわたしのための元気塾⑤ 

6 日  

7 月 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級 託児サポーター定例会 

8 火 
福祉住環境 2級⑤ ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 3級② 

啓発サポーター定例会 

9 水 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級 大野城市男女共生講座④ 

10 木 ヘルシーエクササイズ中期⑦ 

11 金 福祉住環境 2級⑥ ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級 

12 土  

13 日  

14 月  

15 火 福祉住環境 2級⑦ ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 3級③ 

16 水 休館日 

17 木 
ヘルシーエクササイズ中期⑨ 

ママの未来チャレンジ① 

18 金 
パパ・ママのための読書タイム② 

福祉住環境 2級⑧ ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級 

19 土  

20 日 パパ・ママのための読書タイム② 

21 月 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級 情報サポーター編集会議 

22 火 福祉住環境 2級⑨ ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 3級④ 

23 水 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級 

24 木 
ヘルシーエクササイズ中期⑨ 

ママの未来チャレンジ② 

25 金 
福祉住環境 2級⑩ 

ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級 

26 土  

27 日  

28 月 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級 

29 火 福祉住環境 2級⑪ ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 3級⑤ 

30 水 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級 

31 木 
ヘルシーエクササイズ中期⑩ 

ママの未来チャレンジ③ 

10月の男女平等推進センター 

 

*ひとりごと* 「ウサギとカメ」のお話があります。

“なぜカメはウサギに勝てたのか？ ”いろいろな

考え方があると思いますが、私はある人が言った解

釈が大好きです。その解釈は“カメはゴールだけを

見ていたからウサギに勝てた”です。カメは、最初

から最後までウサギと自分を比べることなく、ただ

ゴールすることだけを考え、ゴールを目指した。一

方ウサギは、ゴールを目指すことより、カメと自分

を比べて油断をしてしまった。だから 
最終的にカメに負けてしまった……。 

私たち人間は、他人と自分を比べて 
落ち込んだり、優越感をもってみたり 
しがちです。生きていれば、誰でも感じたことがあ

ると思います。でも“人と自分を比べていたら、ゴ

ール（幸福）はますます遠くなるよ”と、この物語  
は私たちに教えてくれているような 
気がします。 

（情報サポーター ゴールド） 
 
 ＜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   
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男女平等推進センターアスカーラの
シンボルマークが決定しました。 
みなさん、よろしくお願いします。 

■6  男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ 10 月 

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

	表紙
	2P　元気塾　修整
	３P
	４P
	5P
	６P

