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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。明日に向かって、みんなで 1 歩づ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。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④」「大野城市男女共生講座④」 
・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 

 ・「女性に対する暴力をなくす週間」を知っていますか？ 

 ・相談室のご案内 

 ・ひとりごと 

 ・今月のアスカーラ     

女性に対する暴力をなくす運動 過去のポスター Ｈ17 年度～Ｈ24 年度 

絶対にゆるさない！ 
女性に対する暴力をなくす運動（Ｈ25年11/12～11/25） 



 
 
 
 
 
 

講師の置鮎さんは、以前オタク的に 55 台ものスマ

ートフォンを所持していたそうで、周囲の人から質問

を受ける機会が多かったそうだ。それらに応えている

うちに、おのずとその

機能についてさらに詳

しくなっていき、いま

やスマホ等に関する講

演をする立場になった

とのこと。好きこそも

のの……。 
参加者のスマホ利用度

に合わせ、今はもう聞

きなれた言葉であるインターネット、ホームページ、

メール、ブログ、SNS などについて解りやすく説明。

スマホ/SNS 時代のコミュニケーションについての話

を進められた。 

 

 

 

ＳＮＳとはソーシャルネットワークサービスの略

で、ソーシャルネットワークとはインターネットを介

して人と人とを繋げる様で、その場を提供する各社の

サービス（Twitter・LINE・Facebook・アメーバ・モバ

ゲー・グリー・コム・ミクシーなど）の事を意味する。

その容易さと利便性の高さ、おもしろさから、あっと

いう間に若者を中心に世界中に広まった。今もなお拡

大の一途であるが、それに伴い次のようなトラブルも

増加している。 

◆LINE による仲間はずれ（いじめへ発展の可能性） 

◆メッセージの「既読」によるストレス（メールを

送ったのにすぐ返事がないことに対する不安や

不満） 

◆出会い系利用（犯罪に巻き込まれることも多い） 

◆知らない人や繋がりたくない人からの連絡 

◆撮影した写真をインターネットで無断公開等 

これらのトラブルに巻き込まれないためには、相手が

見えないコミュニケーションだからこそ、自分のこと

だけでなく、まず相手を思いやる気持ちの余裕をもっ

て関わらなければならない。プライバシーを守る意識

を強く持つことや自分の個人情報は公開しないとと

もに、他人のプライバシーに関わる話題を投稿しない

ことも重要。一度発信した情報は独り歩きし、取り消

すことはできないことを肝に銘じる。特に子どもをト

ラブルに遭わせないためには、利用している SNS を親

が把握し、実名や顔出しはさせない。また、知らない

人と友達になったり、学校や他人のことを投稿させな

いなどの注意が必要だ。 

次にSNS時代の問題点は次のようなことが考えられる。 

◆簡単に情報発信が出来てしまうこと 

◆プライバシーやセキュリティーに対するリテラシ

ー（知識・判断力）不足 

◆コミュニケーション能力の未熟または劣化 

このような問題点の解決には、もっと情報のリスクに

ついて学ぶことが必要。例えば、｢インターネットの

情報をやたらと信用しない｣や｢自分が発信した情報

が、思わぬ結果を招くことがあることを想定し､慎重

に行う｣など。情報発信には、法律やモラルを守る社

会的責任、相手を傷つけない人間的責任があることを、

子どもにもしっかり理解させるのが保護者が特に注

意する点である。そして被害から子どもを守るだけで

はなく、気づかないうちに加害者側にならないように

監督することも重要な役目だ。「むずかしい」「解らな

い」という思いが、「関係ない」へ変わる保護者の無

関心さが、子どもを危険なトラブルに巻き込ませるこ

とになる。そこで子どもに使用させる際には、親子で

スマホや SNS について十分に話し合い、高価な商品で

あることや使用する目的を明確にする。もちろん子ど

もには使用させない選択もあるし、家族共有のスマホ

を用意する方法もある。基本的に学生の

生活にはスマホは必要ないのでは？とも

言われた。 

最後に、スマホや SNS で人間のコミュ 

ニケーション環境は大きく変化しつつある。しかしコ

ミュニケーションの基本は家庭生活であり、身近な周

りの人たちである。親がスマホや携帯電話ばかりをあ

つかっていると子どもも影響を受けるので、まずは親

や周りの大人が気を付けてほしいと締めくくられた。     

（情報サポーター ちびまま） 

あなたとわたしのための元気塾④ 

「ｽﾏﾎ/SNS時代のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」 
日にち：9 月 7 日（土） 

講 師：置鮎 正則さん 

（オフィスラバーリング代表） 
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 どこまでも続いてるかのような青い空に錦模様の山々。朝晩はちょっと寒いけれど本当 

 に過ごしやすい季節になりました。何を見ても、何を食べても、どこへ行っても「実り」 

 がいっぱい。アスカーラの講座も充実していますよ。どうぞ皆さんでご参加ください。 

 

 
 

 

 

 

 

日 時・会 場 講  座・イベント 講   師・テーマ・料  金など 

11 月 30 日（土） 

10:00～12:00 

301 会議室 

 

＜市民グループ 

活動支援事業＞ 

さらなる男女共同参画をめざして 

～女性が働き続けるために～ 

女性がキャリアを断念すること

なく、活き活きと働き続けるための

方策についての講演です。自ら歩

んできた講師のお話 

にパワーがムクムク 

湧いてくる事必至で 

す！ 

 

＜講 師＞樗木 晶子（ちしゃき あきこ）さん 
（九州大学病院 

きらめきプロジェクト副センター長） 

＜参加費＞無料 

＜主 催＞大野城女性の会 

     女性の地位向上と男女共同参画社

会のために自主的な学習や地域活

動等を行っているグループです。 

     H20 年度福岡県男女共同参画表彰

団体賞受賞。 

12 月 7 日（土） 

10:00～12:00 

301 会議室 

 

＜市民グループ 

活動支援事業＞ 

今こそ学び考えよう日本国憲法 

～私たちと未来の世代のために～ 

 憲法と聞いただけで一歩ひいて

しまいがちですが、実は私たちは

憲法に守られて生きてい 

ます。改正の流れの中で、 

何が大切な事かをお互い学び 

合いましょう。 

 

＜講 師＞岩城 和代さん（弁護士） 

＜参加費＞無料 

＜主 催＞ふくおか県翼の会大野城 

   福岡県女性海外研修事業に参加し   

   た大野城市在住の団員で H3年に 

発足した会。各地域の団員と交流し

ながら男女共同参画社会の実現を

めざしている。 

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 

 

  あのモリタクさんがまどかぴあにやってくる！ 

「森永 卓郎 講演会  

～男と女のあり方が変わる 経済も変わる～」 
 

テレビやラジオで大活躍の森永さんに「今」の生きた経済について 
「生」のお話をしていただきます。テーマは、経済＋男女共同参画です。 
モリタクさんマジックでどんな展開になるか・・・乞うご期待！！ 
皆さんお誘いあわせのうえ、お出かけください。 
 

＜時 間＞ 13:30～15:00（13:00 開場） 
＜会 場＞ 大野城まどかぴあ 1 階 大ホール 
＜料 金＞ 一般 500 円（当日 600 円） 

                     まどかぴあ友の会特別料金 400 円（当日 480 円） 
＜発売日＞ 友の会 11 月 18 日（月）10:00～ 

                    一 般 11 月 25 日（月）10:00～ 
＜チケット取扱い＞ まどかぴあ総合案内 092-586-4000 

1/25（土） 
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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 

○１１月５、１２、１９、２６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 
 
○１１月２７日（水）１０：３０～ 

 担当：大野城市地域貸出文庫 
 
※毎週木曜日１０：３０～１２：００は、 
託児サポーター“ママ・ポケット”の見守り 
があります。ゆっくり子どもさんと遊ぶ時
間を楽しんでください。 

 
 
 

 
 
 

 
 

   
     

 
   

 

 

＜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
? 

情報交流ひろばでお昼を食べてた、 

ななみちゃんとはやとくんの仲良し２才

児。何を食べたの？「ごあん（ごは

ん）！」と元気いっぱいに答えてくれま

した。いっぱい食べて大きくなあれ。 

素敵な笑顔ありがとう。 

「女性に対する暴力撤廃国際日」の 11 月 25 日までの 2 週間は、毎年「女性に

対する暴力をなくす運動」の実施期間です。女性への配偶者等（夫婦・親子・友

人・知人・・・）からの暴力、性犯罪、売買春、セクシャル・ハラスメント、ストーカ

ー行為や人身取引等、女性に対する暴力は、女性の人権を侵害するものであ

り、決して許される行為ではありません。 

性別や年齢などに関係なく、ひとりひとりが個性を活かし前向きに生きること

のできる幸せな社会が男女共同参画社会です。その実現のために、大野城ま

どかぴあ男女平等推進センターでは、無料相談＜総合相談：平日 9 時から 17

時 他に法律相談（月 4回）、臨床心理士による相談（月 4回）＞を実施し、啓発

周知のための講座を行っています。3 階アスカーラギャラリーで期間中はパネ

ル展もあり、各種相談機関も紹介していますので、ぜひご覧ください。 

「一人で悩まないで。早めの相談が問題解決への第 1 歩です。」 

 

女性に対する暴力をなくす運動 

11 月 12 日（火）～11 月 25 日（火） 

女性に対する暴力;根絶 

のためのマーク 

配偶者からの被害経験（男女別） 

女性の約 3人に１人は配偶者
から被害を受けたことがあり、
約 10 人に 1 人は何度も受け
ていることがわかります。 

 
パープルリボンは、
女性に対する 
暴力をなくす運動の 
シンボルマークで
す。 

※内閣府「男女共同参画をめざして 平成 25 年度版」）より 
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9 月 8 日未明、2020 年オリンピックが東京に招致さ

れた歴史的瞬間は感動ものでした。プレゼンターたち

のチームワークには国内でも絶賛の嵐が続きました

が、美しい滝川クリステルさんの「お・も・て・な・

し」はどれだけ点数を稼いだことか？ 日本びいきの

外国人が口を揃えるクールジャパンは、心の有り様で

す。アベノミクス戦略でも日本の売りと捉えて、観光

立国への布陣を模索しているようです。世界に誇る

HOSPITALITY こそ、後世に伝えるべきおもいやりの

スタンスでしょう。 
 ゆなさ塾（女性の自

分力 UP をサポートす

る有限会社）を率いる

浜田安代さんは、昭和

の良さの喪失に危機

感を覚えた 20 年前に

越川禮子さんの本と

出会いました。そこに

書かれてあった「江戸

しぐさ」に、戦後の高

度成長を支えた助け

合いのヒントを得ま

した。江戸は当時人口

100 万人に達する世界

最大の都市で、参勤交

代で入れ替わる武士

に対して、全国から集

まる見知らぬ人々と

商売をする町人 50 万

人が定住人口でした。

幕府は江戸の施政に

は直接手を出さず、町

衆は自身番の制度を置き、防犯や防火に努めました。

こうした自治と自由の精神が、商いのリーダーたちに

よる「江戸講」を生みました。その目指すところは、

共倒れをしない相互扶助システムであり、リサイクル

システムのエコライフであり、数少ない女性を大切に

する男女共同参画であり、文化・芸術を育てた豊かな

社会でした。ど

れをとっても、

現代に通じる思

想です。往来等

で他人の迷惑を

考えない野暮を

嫌って、狭い道

での「肩引き」

や「傘かしげ」

が江戸っ子の尊

ぶ「粋」なのです。 
歴史的根拠が懐疑 
的と唱える人、取り立てて言うほどのこともないと反

発する向きもある

ようです。それでも

電車等でスマホに

くぎ付けの場面が

普通となった今、危

惧の念を抱く人は

少なくないでしょ

う。世界の注目に値

する迎え入れのた

めにも、公共の場に

おける他人への気

配りを今一度考え

直したいものです。 
毎回講演前に啓

発サポーター“まど

か”が行う学習会は

受講者のお楽しみ。

今回は 3 名のメン

バーが「皆さん、ど

う思いますか？」と

日頃の鬱憤（うっぷ

ん）をつぶやきで表

現しました。啓発は、

浜田さん提唱の「会えてよかった、また会いたい」と

思わせる人への布石を打てたかな？ ラッキー・ハッ

ピー・キューティーのアドバイスで、全員が笑顔で解

散しました。     （情報サポーター 山口郁子） 

大野城市男女共生講座④学びはこころのエネルギー 

「もっと豊かな人生を求めて 
～こころの知能指数 UP！～」 

日にち：10 月 9 日（水） 

講 師：浜田 安代さん（ゆなさ塾主宰） 

「する人もされる人も幸せに…」 

参加者と「肩引き」の実演をされ

るソフトな語り口の浜田さん 

（写真左） 
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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＞ 

11 月 5 日（火） 14 日・21 日・28 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 金 パパ・ママのための読書タイム① 

2 土  

3 日  

4 月  

5 火 
福祉住環境 2級⑪ ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 3級⑤ 

市民グループ活動支援事業 

6 水 休館日 

7 木 
ママの未来チャレンジ④  

ヘルシーエクササイズ中期⑪ 

8 金 福祉住環境 2級⑫ ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級（夜） 

9 土 市民グループ活動支援事業  

10 日  

11 月 
託児サポーター定例会 

ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級（夜） 

12 火 

啓発サポーター定例会 

情報サポーター養成講座① 

福祉住環境 2級⑬ ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 3級⑥ 

13 水  

14 木 大野城市男女共生講座⑤ 

15 金 
福祉住環境 2級⑭  

パパ・ママのための読書タイム② 

16 土  

17 日  

18 月 
ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級①  

森永卓郎講演会チケット発売開始（友の会） 

19 火 
ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 3級⑦ 福祉住環境 2級⑮ 

情報サポーター編集会議 

20 水 休館日 

21 木 情報サポーター養成講座② 

22 金 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級② 

23 土  

24 日 ヘルシーエクササイズ中期⑨ 

25 月 
ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級③ 

森永卓郎講演会チケット発売開始（一般） 

26 火 ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 3級⑧ 

27 水 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級④ 事業サポーター定例会 

28 木 情報サポーター養成講座③ 

29 金 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級⑤ 

30 土 市民グループ活動支援事業 

11月の男女平等推進センター 

 

*ひとりごと*  標高約 3400ｍのクスコの空港に着いて

歩き始めたとたん、多少だが空気の薄さを感じる。高山病に

ならないために、深呼吸を数回繰り返してゆっくり歩く。マチュ

ピチュは、クスコからウルバンバ川に沿って 110 キロあまり進

んだ奥深いジャングルの中にある。バスや鉄道を乗り継いで

マチュピチュ村まで行き 1 泊。翌朝、専用バスでつづら折りの

坂道を 30 分近く登ってようやく遺跡入口に着く。遺跡は標高

2940ｍのマチュピチュ山と 2690ｍのワイナピチュ山を結ぶ尾

根にまたがるインカ帝国の石造りの都市だ。麓から 400ｍの

標高差があり、下を流れるウルバンバ流域は密林に覆われ

たジャングル。麓からはその姿を見ることはできない。「空中

都市」または「失われた都市」と呼ばれるのがマチュピチュ。

16 世紀前半、スペインによってインカ帝国は滅びるが、標高

2400ｍに造られたこの都市は見つかることなく、帝国滅亡か

ら 400 年近く経って発見されたという。南米は 

日本からみたら地球の裏側だ。ペルー、アル 

ゼンチン、ブラジルの世界遺産を巡る旅は過 

酷なものだった。    （情報サポーター 昴） 
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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。 
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