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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「大野城市男女共生講座⑤」「情報サポーター養成講座」 
・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？「11.1％」 

 ・相談室のご案内 

 ・ひとりごと 

 ・今月のアスカーラ     

マスコットキャラクター大相撲「大野城場所’13」 

賀
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啓発サポーターの○×クイズのあとに登場した

トコさんはトレードマークのトンガリヘアと鮮や

かな青の縁メガネがよく似合う女性だ。テレビで見

る以上に素敵な人だった。ＫＢＣ九州朝日の「アサ

デス」やＦＢＳ福岡の「めんたいワイド」の辛口コ

メンテーターとは趣が少し違う印象だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開口一番。ある講演会で「人は言葉一つで傷つく

こともある」という林田スマ館長の言葉に感動して

大ファンになったという。今朝は、秋晴れの好天だ

った。空の美しさと太陽の光に映えて外の景色がき

れいに見えると同時に、窓の汚れが気になる。こう

いう時は見ないふりをする。一部分でも拭くと逆に

目立ちすぎて、全部掃除する羽目になる。当方も同

感である。全体に汚れていれば目立たないのだと納

得した。家族と一緒に生活していた頃は、掃除や整

理、食事の支度など一生懸命やっていた。でも、周

りはみんな当たり前と思っているので、感謝もしな

い。仕事を抱えて忙しい中でも、二人の息子のこと

を優先してきた。だんどりを考えて、無理を重ねて

いても好きでやっていると誤解されていた。みんな

に理解されていないことに気づいてイライラした。

そこで我慢するのをやめて、考え方を変えて自分を

優先することにした。自分自身も荷物をしょい込み

過ぎていたことに気づく。そして家族にも気づかせ

る工夫をする。「ありがとう！」の言葉が自然に言

えるように、感謝する心を育む方向に変えていった。 

 

 

人は歳をとると、物忘れのようにいろんな困った

症状が現れる。女性であれば代表的なのは「更年期

障害」であろうか。これは個人によっても違うがだ

いたい 40 歳代半ば～50 歳代にかけて、卵巣機能の

低下によりバランスが乱れ、自律神経症を主とする

各種の症状が表われるものである。自分自身で気づ

かず、いろんな病院を渡り歩く人も多いというが

「調子が悪い」と思ったら我慢しないでほしいとト

コさんはいう。昔に比べ、現在では専用のクリニッ

クもあるので受診もしやすい。中には若い人でもそ

の症状が表われる場合もある。トコさんの知り合い

のモデルさんはブライダル検診で卵巣がんが見つ

かり、25歳で卵巣を摘出した。その後、更年期障害

を患い、多額の借金を背負った。でも目標を持って

頑張り、現在は事業者として成功しているという。 

 

 

 トコさんの健康の秘訣の第 1 は、体の水分量だ。

トコさんは 1日に 2ℓの水を飲むようにしている。い

ろんな美容法があるが、自分に合ったものを選ぶと

よい。人は年齢を経ると引力の法則で下に下がる傾

向にある。上へ上へを念じながら、お手入れをする

ことが大事。第 2は好奇心を常に忘れないこと。 

現在はドクター・コパの影響で風水に凝っているそ

うだ。風水では、北枕は財運が向上するとか、玄関

とトイレの掃除は毎日やった方が良いとか、いろい

ろな話は多方面に飛んだ。結果的になんでも我慢し

ないで、気楽に自分らしく生きようということだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 今回が今年の男女共生講座の最終日だった。トコ 

さんの明るい話は、自分自身をも振り返る、いい機

会になったかも知れない。 

 （情報サポーター 昴） 

大野城市男女共生講座⑤学びはこころのエネルギー 

「あなたらしく生きる・ 
私らしく生きる」 

日にち：11 月 14 日（木） 

講 師：トコさん（コラムニスト・コメンテーター） 
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 年も改まりました。さて、アスカーラの新年早々のイベント「森永卓郎 講演会」の 

 チケットはお買い求めいただけましたでしょうか?ブラウン管の向こうで活躍している 

方の話はきっと発見がいっぱい。1月 25日（土）大ホールでお待ちしています。 

 

 
 

 

 

 

 

日 時・会 場 講  座・イベント 講   師・内 容・料  金など 

3 月 1 日（土） 
多目的ホール 

10：00～11：30 

13：30～15：30 
 

＜バザー＞ 

ギャラリーモール 

 10：00～17：00 

  
※詳細は館内等の設

置チラシをご覧くだ

さい 

 

第 18 回 

大野城男女共生フォーラム  

「できていますか？男女共生社会 

～男と女の未来と可能性～」 
      

女性も男性も共に活き活きと共同参画するコ

ミュニティ都市づくりを目指して、今年も男女

共生フォーラムを開催し 

ます。お楽しみのメイン 

ゲストはテレビでおなじ 

みの杉尾秀哉さんです。 

報道の裏に隠された真 

実の話がうかがえるかも・・・。 

※詳細はまどかぴあ総合案内 

男女平等推進センターまで 

 

○10：00～11：30（多目的ホール） 

開会式 

「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 

○13：30～15：30（多目的ホール） 

講演会 

講師：杉尾秀哉さん（TBS テレビ報道局解説） 

ミニトーク 

出演：杉尾 秀哉さん 

林田 スマ（大野城まどかぴあ館長） 

参加料：500 円（1 月 20 日発売） 

       男女平等推進センターにて販売 

○小・中学生図画ポスター・標語作品はギャ

ラリーモール(1 階)に展示（3/1～3/7） 

○活動団体によるパネル等はアスカーラギャ

ラリー（3 階）に展示（3/1～3/7） 

 

3 月 22 日（土） 
多目的ホール 

 

①寸劇発表 

13:00～13:15 

②講演会 

13:20～15:00 

③ワールドカフェ 

15:05～16:30 
 

地域女性リーダー育成事業 プレ講座 

｢めざせ！ 

ワクワクがとまらないまち 大野城｣ 

自分の言葉で自分の気持ちを話したい！ 

自分の住む町が一番『よかところ』と言いたい！

これからのまちづくりに少し

でも関わりたい！ 

いろんなことをみんなで考

えたり、話したりしたいヒト

大募集！ 

 

①出演：わくわく志隊 

②講師：加留部 貴行さん 
  （九州大学大学院総合新領域学府客員准教授） 

③ファシリテーター：加留部 貴行さん 

＜参加費＞無料 

＜対 象＞大野城市内在住か在勤の男女 

＜定 員＞100 名 

（先着順） 

＜申 込＞1 月 10 日より 

開始 

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 

 

いよいよ間近に迫りました。チケットのお求めはお急ぎください！ 

「森永 卓郎 講演会  

～男と女のあり方が変わる 経済も変わる～」 
＜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） 

        ＜チケット取扱い＞ まどかぴあ総合案内 092-586-4000 

1/25
（土） 

13:30～15:00

（開場 13:00） 
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（参考：内閣府平成 25 年度版 男女共同参画白書 出典：朝日新聞「ダイバーシティプロジェクト」2010 年録） 

 

                  
 

キッズルームで 
★こんにちは★ 

U 今月のお楽しみ情報U 

○１月７、１４、２１、２８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 
 
○１月２２日（水）１０：３０～ 
  担当：大野城子ども劇場 
 
※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
? 

キッズルームで行われた「お楽しみ会」

のようすです。広告チラシを小さくちぎ

って、みんなでお魚をいっぱいつくりま

した。網に見立てた大きな布でお魚を

捕まえたら、みんなは「かっこいい漁師

さん」になりました。 

める女性の割合は 42.3％であり 

海外の主要国であるフランス 

(47.5％)、ノルウェー・アメリ 

カ(47.4％)、イギリス(46.5％) 

ドイツ (46.1％ )と比べ大きな 

差はない。しかし、管理的職業に 

おける女性の割合は 11.1％と非 

常に低い水準だ。また日本政策金 

融金庫の調査によると「女性管理 

職がいる企業といない企業では融 

資後 3 年後の売り上げ増加率が、 

女性管理職がいる企業では 23％、 

いない企業では 9.4％と 13.6％ 

もの差があったという。これから 

は、女性を登用し、活かせる会社 

でなければ生き残れないという事 

だろうか。 

11.1
 ％ 

少子高齢化が進み日本の労働力の

減少化がとまらない中、女性の活

躍が日本経済を支えていくと言っ

ても過言ではない。だが、女性を

取り巻く環境は非常に厳しく、な

かなか女性の活用は進まないのが

現状だ。しかし、1986 年の「男

女雇用機会均等法」を皮切りに、

1992 年の「育児休業法」2000

年の「男女共同参画社会基本法」

そして 2007 年の「改正男女雇用

機会均等法」へと歩んでいくプロ

セスにおいて、女性を活用してい

く道筋はできつつある。このよう

な「追い風」から、女性を管理職

へ登用する動きをみてみよう。 

平成 24 年における全就業者に占

 

第 12 回福岡県男女共同参画表彰受賞者が決定しました！ 
福岡県では、生産年齢人口の減少など社会情勢の変化に対応し、活力ある社会を築くため、女性が生き生きと働き

活躍できる男女共同参画社会の実現をめざしています。そこで男女共同参画の推進に著しい功績があり、地域や職

域における県民の皆さんの取り組みの模範となるような活動を行っている企業、団体、個人に表彰を行っています。今

回の表彰は下記のとおり決定しました。 

 

【社会における女性の活躍推進部門】 

◆株式会社 やずや：女性が活躍しやすい職場環境づくりの推進 

◆有限会社 ラピュタファーム：農村地域における女性の力を生かした経営 

◆加藤 美佐子さん（北九州市女性団体連絡協議会理事）：地域における女性の地位向上、活躍の推進 

【困難な状況にある女性の自立支援部門】 

◆アミカス日本語クラス：外国人女性への日本語習得の支援 

【女性の先駆的活動部門】 

◆ひびき灘漁業協同組合岩屋支所あかもく部会：女性部有志による「岩屋あかもく」のブランド化 

◆田中 眞紀さん（社会保険久留米第一病院病院長）：女性専用外来の新設、乳腺外科医として先駆的に活動 
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平成 16 年に始まった情報サポーター養成講座も早

いもので 10回を数え、多くのサポーターが育ち活躍。

今回も延べ 57 名が参加し、熱心に受講した。 
 
＜第 1回＞「メディアリテラシーを学ぼう 

～日常から見えてくるもの～」 
  始まりは講師の“私は何に

でも挑戦することが大好き”

の明るく元気な第一声。 
昨今は情報が溢れ、中には、 

〈何かしらの偏り〉〈嘘や誇

張〉〈間違った情報〉〈間違っ

てはいないが意図的に操作

されたもの〉がある。わたしたちは、Media Literacy
（メディア情報の読み解く力）の能力を養う必要があ

る。 
＝＝情報を読み解き 再構成＝＝ 

パートの年収による損得についてのテレビ番組「主

婦のパート 上手な働き方は？」を、以下の★印を念

頭におき、読み取れるものは何か？についてグループ

ワークを行った。 
★番組制作者の意図するところは？ 
★「語られなかったこと」は何かを考え、その意味 

を探る 
★私たちで番組を再構成してみる  

討議は、個性的でユニークな意見続出！「正社員を

目指し、税金を多く納め、女性の社会的地位を高めよ

う」と超ポジティブな意見もでた。また、「高収入を

得るために資格をとる」のアイデアには、 
①資格は取得してゴールではなく、そこから始まる 
②資格が時代に即していない場合の危険性もある 

との指導を受けた。 
＝＝学んだのは＝＝ 

 特定のメディア情報に偏った収集・判断には、危

うさを含んでいるということを常に認識し、発信者の

ときには、誠実に伝えることの大切さを学んだ。 
 

＜第 2～4回＞「自分の気持ちを文章にするために」 
「皆さんは、どの様な文章を書

きたいですか？」今回の講座構成

は、受講生との対話・言葉のキャ

ッチボール方式で進めるとのこ

と。参加者からは「読み手に受け

る文章」「人を引き付ける文章」

などの要望が出た。「その贅沢な希望がかなうには、

一年以上かかる」との応えに一同は大笑いだった。 
＝＝30 分間に挑戦＝＝ 

 “もし世界が 100 人の村だったら”の映像をみて『自

分がこの世界に身を置いたら？』などを題材に文章を

作成した。時間は 30 分。個々への注意点と提出分の 1
作を題材に文章の組立て等について指導を頂いた。 

＝＝文章力をみがく＝＝ 
 自分の考えを簡潔・明瞭に伝えられるような文章を

書くため、講師作成の文章作成のための 12 のポイン

ト集（文章を【原文】と【改善】の対比で、｢5W1H
の幹・枝葉は明確化」「概念を整理」「シンプルに整理」

等について分かりやすく解説されたテキスト）が配布。 
文章力とは、〈考えを組み立てる力〉〈読み手を理解す

る力〉を学んだ。 
＝＝学びを活かして「書く」＝＝ 

 「元気でいるか?」をテーマに各自 400 字程度で制

作。発表し講評をえた。それぞれの文章は、プロの視

点からすると立派とは言い難いが、個性豊かな力作揃

い。ここで紹介出来ないのが残念だ。 
＝＝紅皿に（西日本新聞の投稿欄）＝＝ 

 もともとは、受講者の文章が「紅皿」に掲載される

程度に実力が付くように教えたいで始まった講義。各

自、講座後の思いはどうであろうか？  
馬場先生へ 
終始和やかな雰囲気の 

ご指導ありがとうござい 
ました。教えを実践でき 
るように頑張ります。 
「すてっぷ」の愛読者の皆様へ 
来年は、是非受講をお勧めいたします！ 
   （情報サポーター しもおおりだんしゃく） 

情報サポーター養成講座（全 4回） 
日にち：①11 月 12 日（火） 

②～④ 

11 月 21 日・28 日・12 月 5 日（木） 

講 師：①長谷川 伸子さん 

（仕事と暮らしの研究所 代表） 

②～④馬場 周一郎さん 

 （西日本新聞企画委員、他） 
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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＞ 

1 月 7 日（火） 16 日・23 日・30 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 水 

休館日 ～    

4 土 

5 日  

6 月  

7 火  

8 水 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級⑭ 

9 木 ヘルシーエクササイズ後期① 

10 金 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級⑮ 

11 土  

12 日  

13 月  

14 火 

託児サポーター定例会 

啓発サポーター定例会  

情報サポーター編集会議 

15 水 休館日 

16 木 ヘルシーエクササイズ後期② 

17 金 
ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級⑯  

パパ・ママのための読書タイム 

18 土 市民グループ活動支援事業 

19 日 市民グループ活動支援事業 

20 月 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級⑰ 

21 火  

22 水 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級⑱ 

23 木  

24 金 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級⑲ 

25 土 森永卓郎 講演会 

26 日  

27 月 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級⑳ 

28 火  

29 水 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級 事業サポーター定例会 

30 木 ヘルシーエクササイズ後期③ 

31 金 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 3級 

1月の男女平等推進センター 

 

*ひとりごと*  しまった！また〆切ぎりぎりだ。今

回こそ早く書き上げようと思ってたのに。「すてっぷ」

の原稿書きは、いつも反省の繰り返し。真摯な気持ち

で、昨年１年を流行語大賞で表してみた。 

なんだかんだと後回しにしていた分、プレッシャー

の倍返し。書くのは「今でしょ！」と思い続けて、気

が付くと〆切は明日……。「じぇじぇじぇ」と驚き、必

死で何とか書き上げる。というお粗末。 

 明けてすぐから鬼に爆笑されそうだが、来年は還暦

を迎える。年をとるのは当たり前のことだが、若い時

は思いもしなかった。テレビドラマのように、過去に

行けたら、やり直してみたい事も少なくはない。もち

ろん、そんなことは不可能だ。それなら、昨年 107 歳

で天寿を全うされた、昇地三郎さんのように最後に「楽

しかった」と言えるような日々を送りたいと思う。今

年はその準備期間として、時間を有効に使いたいと思

っている。まずは、〆切に追いたてられないようにす

る事から。お正月から私の拙い文章に付き合ってくだ

さった皆様、「し・か・け」に気がつき 
ましたか？ 今年も幸多き年になります 
ように！！ （情報サポーター ちびまま） 

 
＜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   
ＴＥＬ／ 092（586）4030 ＦＡＸ／092（586）4031 
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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 1 月 

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