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アスカーラとは…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「めざせ！ワクワクがとまらないまち大野城」 ｢アスカーラ リニューアル 1 周年事業｣ 

・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？「54.7％」 

 ・相談室のご案内 

 ・ひとりごと 

 ・今月のアスカーラ     

 ありがとう! 
男女平等推進センター アスカーラ 

おかげ様でリニューアル 1周年 



 
 
 
 
 
 
 

大野城市は、もっと住みよい男女共生のまちとなる

ように地域で活躍する女性をどんどん育てよう！と

の計画を持っています。そこでその実現のために平成

26 年度 5 月に始動する「地域女性リーダー育成講座 

私たちのワクワクが明日をつくる」を市民の方にもっ

と知ってもらうためのプレ講座が行われました。 
 
＜第 1 話 母と娘＞ 娘の同級生の結婚に、いい人を

みつけて結婚したらと言う母親。専業主婦は言いたい

ことも言えないから自立して生きろと育てられた娘

との軽妙なやりとりから、女性の生き方を問う。 
＜第 2 話 息子夫婦・娘夫婦＞ 家事・子育てに協力 
的な息子の姿

を情けないと

思う母親。娘婿

の「仕事はして

も家事はきち

んとしろ。オレ

は何もせん」にあきれる母親。「男と女の役割」と「ワ

ーク・ライフ・バランス」を考える。 
＜第 3話 町内会＞ 町内会の懇親会料理準備につい

て男性にも手伝って欲しいと願う女性陣。町内会長の

「料理は女性陣の役割、頼んどくよ～」と云う男衆の

こだわりに性別役割分担を考える。 
 
にわか市民劇団とは思えない演技と軽妙なやりと

りで、会場を大いに沸かせました。じぇじぇじぇ・・・今回

観劇できなかった方がいる？人生における一つの損

失ですよ。機会がありましたら是非ご覧ください。今

回演出・演技指導 を頂いた後藤香さん（劇団 go to 主

宰・演出家）、ありがとうございました。出演のみな

さんお疲れ様でした。 
 

 井本市長のあいさつは、26年度の 5月からの本講座

にふれ「是非参加していただき“新しい自分”を見つ 

 

け出して、大野城市の活性化に協力をお願いします」

というものでした。人権女性政策課の課長からは、大

野城市の現状と課題、今年度の取組みと事業説明があ

りました。（課長は寸劇の自治会長役で名演技！ 人権

女性政策課は 4/1 より人権男女共同参画課へ改称） 

 

 加留部さんが、学生時代に村おこしに取組んだなか

で老若男女の“自由な会話・議論”から学んだこと。

「実はね～と一人の一言を受け止めた人達がいて、そ

して何かが変わる」話はのっけから熱い口調で始まり

ました。公害のまちといわれた北九州市が、環境都市

へ変貌したきっかけは何か？それは小倉北区熊谷地

区の女性達の“ホタルを飛ばそう”の一言からだった

とのこと。大野城市も緩やかではあるが、参画の機

運・環境は整いつつあります。これからは、女性が中

心的役割を担うことが重要で、地域の“進化のための

5 つのポイント”が語られました。 
Ⅰ．多様な主体参画とネットワーク形成の持続 
Ⅱ．コミュニケーション能力・調整能力に富んだ新

リーダーシップ 
Ⅲ．意識改革＆行動改革 
Ⅳ．人材育成の好循環の創出 
Ⅴ．活動及び成果の積極的な評価 
上記を意識して、先ずは男女とも一歩前に踏み出す

ことから始めましょう。 
 

参加者全員で 5～6 名のグループに分かれてワール

ドカフェの開始。“暮らしは？”⇒女性の活躍の割に

役職者の少なさ・老後・健康・お金等、やはり世相を

反映した意見。“何を準備？”⇒元気なこと・預金・

地域参画の交

流・新しい風を

入れ思いやり

のある世代交

替、「私でよけ

れば頑張りま

す」という意識。ここでもやはり女性のパワー全開。

最後に、「町が活性化するためには？」に「私が住む

ことです」と言われた方がいたという、志免町の町お

こしの例を挙げられた。皆さんも先ずは一歩を踏み出

して、大野城市に男女参画の新しい風を吹き込んで頂

きたいと加留部さんからのエールで締めくくられた。  
（情報サポーター しもおおりだんしゃく） 

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」 

日にち：3 月 22 日（土） 

①寸劇「気づくことから始めよう！」出演：わくわく志隊 

②講演「女性が地域で活躍しなければいけないワケ」 

③ワールドカフェ 

  ②③講師＆ファシリテーター：加留部貴行 
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 何をするにも気持ちの良い季節になりました。リニューアル 2年目のアスカーラでも 

たくさんの講座を用意してみなさんのご参加をお待ちしています。何か始めたい、学び 

たいあなた、素敵な出会いのきっかけづくりになるかもしれませんよ。 

◆いずれの講座も詳細は、館内等のチラシやホームページをご覧ください◆ 

日 時・会 場 講  座・イベント 講   師・料  金 

① 6/ 7 （土） 

② 7/ 5 （土） 

③ 8/ 2 （土） 

④ 9/ 6 （土） 

⑤10/18（土） 
いずれも 

10：00～12：00 

303 会議室（3 階） 

 あなたとわたしのための元気塾 

（全 5 回） 

性別や年齢に関係なく、の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

講座を開催します。いろいろなテーマ、バラエティに

富んだ講師陣。どうぞお楽しみに！ 

※1 回ずつでも参加できます。 

①のみ案内 

講  師：宮地 歌織さん 

（佐賀大学男女共同参画推進

室特任助教） 

テーマ：日本は 
「男女共同参画・後進国」！
～世界 105/136 位からの脱却に  

向けて、海外から学ぶコト～ 
定 員：40 名 
受講料：無料 
対  象：興味関心のある方 

① 6/21 （土） 
13：30～15：30 

306 会議室（3 階） 

② 7/ 5 （土） 
13：30～15：30 

多目的ホール（1 階） 

③ 7/26 （土） 
13：30～16：00 

調理実習室（2 階） 

パパの楽々育児塾（全 3回） 
パパって大変？パパって難しい？パパって・・・

「た・の・し・い！」って大きな声でいえたらパパ業は

もっともっと楽しくなりますよ。この講座でちょっと出

来るパパをめざしませんか。パパの株がグーンと

上がること間違いなし！パパのスキルアップが家

族の笑顔につながりますよ。 

お友達も誘ってご参加ください。 

※1 回ずつでも参加できます。 

 

①のみ案内 

講  師：山根 佑介さん 

（一般社団法人日本メンター

コーチ協会認定しつもん

プロデューサー主宰） 

テーマ：パパの育児力 UP! 
～めざせ イクメン～ 

定 員：30 名 
受講料：無料 
対  象：子育て中のお父さん 

期間 6/26～8/28 
（全 9 回・木曜日） 

 

昼の部 13：30～15：00 

夜の部 19：00～20：30 

 

多目的ホール（1 階）、他 
 

 

ヘルシーエクササイズ講座（中期） 
毎年大好評のヘルシーエクササイズ講座の中期

のみの募集です！ 

年齢や経験に関係なく、自分のペースで出来るエ

クササイズで、なかなか運動する機会がない方に

オススメの講座です。 

友人・知人を誘って参加しませ 

んか？合言葉は “健康が一番 

の宝物”です。 

※申込期間 5/15（木）～6/5（木） 

講  師：昼の部 藤
と う

 像救子
み ち こ

さん 

船越 光子さん 

夜の部 土井 孝子さん 

募 集：若干名（昼・夜の部とも） 

受講料：中期のみ 2,160 円 

対  象：一般女性(20 才以上) 

※ソフトジム代金 1,200 円 

（講座で使用するゴムボールです。 

持っていない人は必ず購入） 

託 児：昼の部のみ 

「パパ・ママのための読書タイム」がリニューアルしました！  

毎月第 1・3 金曜日に行っていましたが、よりご利用しやすいように、4 月から

毎週金・土曜日の 10：00 から 11：30 に変更しました。 

この機会に、安心して託児をご利用いただき、ゆっくりと本を選んだり、読んだ

りと自分時間をお楽しみください。 

場 所：まどかぴあ図書館（1 階） 

※お子さんは託児ルームへ 
定 員：毎回親子 7 組（先着順） 
費 用：託児料（1 人 600 円） 
対  象：満 1 才～就学前の 

お子さんと保護者 

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


         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

                  
 

キッズルームで 
★こんにちは★ 

U 今月のお楽しみ情報U 

○５月６、１３、２０、２７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 

 

○５月１９日（月）１０：３０～ 
  担当：託児サポーター“ママ・ポケット” 

 
※毎週木曜日１０：３０～１２：００は、 
まどかぴあの託児でおなじみの託児 
サポーター“ママ・ポケット”の 
見守りがあります。 

 
 

 
 
 
 

 
 

   
     

 
   

 

 

＜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
? 

 

 

今日は優しいおじいちゃんとデート！パ

ワーショベルが大好きな、元気なりょう

ちゃん（3 才）です❤ 

かった。「主に自分の収入のみで生活」

と答えた男子学生に理由を尋ねると

「結婚相手には家を守って自分や家

族を支えてほしい」が 34.4％と最も

多く、「結婚相手には家事や子育てに

専念してほしい」も 30.7％あった。 

共働き志向の女子は理由として「仕事

を続けることが生きがい」（23.0％）

や「一方の収入だけでは生活できな

い」（18.7％）の回答が多かった。調

査に携わった法政大学のキャリアデ

ザイン学部の梅崎修准教授は「男子は

女子と比べて保守的といえる」とみて

いる。この調査は昨年 12 月から今年

1 月、就職情報会社マイナビと法政大

学キャリアデザイン学部の共同調査

で行われた。 
※参考：日本経済新聞朝刊掲載（H26・3/3付） 
    マイナビスチューデント（ウェブ版） 

    

54.7

 ％ 

結婚後も仕事を続ける女性が増

え、寿退社と言う言葉も最近はあ

まり聞かなくなった。政府が「女

性の大活躍推進」を訴えることか

らも女性の活躍の機会がますます

増えていくと思われる。そんな中

就職活動中の大学 3 年生らを対象

とした調査で、結婚後の夫婦共働

きを望む女子が 7割を超える一方、

男子は約 5 割にとどまり、共働き

に対する男女の意識の差は小さく

ないことが分かった。結婚後の望

ましい働き方について「夫婦共働

き」と答えた学生は女子の 75.6％

に対し男子は 54.7％。男子は「主

に自分の収入のみで生活」との答

えが 44.3％と続き、女子は「主に

相手の収入のみで生活」とする専

業主婦志向が 22.9％と 2番目に多 

大野城まどかぴあでは、まどかぴあ主催の講座・イベントに参加さ
れる方のために、お子様をお預かりしています。 
あなたも託児を利用して自分時間をつくりませんか？ 

「私たち託児サポーター“ママ・ポケット”が、 

まどかぴあ 2 階の託児ルームでお預かりします。」 

ママ・ポケットって・・・男女平等推進センターアスカーラ主催

の「託児ボランティア養成講座」の修了生で、毎年託児に関す

る研修を受けています。託児のほかに、季節ごとのお部屋の

飾り付けやおもちゃの定期消毒などを行っています。 

｢お花や英会話を 
習いたいけど、 
子どもが小さくて…｣ 

「育児中の今こそ、パ
ソコンをマスターし
て再就職に備えたい」 

「コンサートは子
連れでは入場でき
ないけど、絶対行き
たーい！」 
 

❤対 象 年 齢❤ 満 1 才～小学校就学前 
❤託 児 料❤ お子様一人１回 600 円 
             （託児利用券として販売しています） 
❤申 込 方 法❤ 講座・イベント開催日の 1 週間前までに 

総合案内・各講座・イベント担当にお申し込
みください 
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あいにくの寒さと雨をものともせず、まどかぴあは

アスカーラのリニューアルオープン一周年記念イベ

ントで、子どもから大人まで一日中にぎやかに楽しく

盛り上がりました。3 階にキッズルームが出来て、お

子さんを連れたパパ・ママの姿も数多く見かけられる

ようになりました。いろんな世代が集う場になったこ

ともリニューアルのおかげかな(*^。^*) 
 
 
これまでいろいろな催しを行ってきたアスカーラ

初めての企画、誰でも参加できる「男女共同参画カル

タ大会」。事前申し込みがほとんどな

かったらしく、図書館や「子ども市」

に来た子どもたちを「大野ジョーも

参加するよ」と猛勧誘するアスカー

ラ職員の姿が印象的でした。とはい

うものの大会が始まると白熱した勝

負が展開され、一枚も取れずに悔し

涙を流す子も。そんな中でも、「ジョー」君の正座姿

が場を和ましていました。読み札の内容は、子どもた

ちにはちょっと難しいようでしたが、周りで見守って

いた保護者の方は納得の様子。アスカーラでも独自の

「男女共同参画カルタ」ができたらいいな。 
  
 
 
 
 
 
 
 

カルタ大会で大活躍した「ジョー」君。実は午前中

からアスカーラのイベントを盛り上げていました。

「大野ジョーと自分カレンダーを作ろう！」の会場は 
開始時間の 30 分も前からの賑わい。立役者の一人は

間違いなく「ジョー」君だったようです。   

今日の成功の立役者といえば大野城子ども劇場の

「子ども市」で頑張った子どもたちもでしょう。多目

的ホールいっぱいに、子どもたちのアイディアがあふ

れるいろいろなお店が立ち並びました。店長も店員も

お客さんもほとんど子ども！ 元気いっぱいの子ども

のまち。手作りゲームのおもしろさに、歓声があちら

こちらで響き渡っていました。今日のために店長会議

を 2 度も開催して準備に備えたという子どもたち。日

本の未来も明るいね。 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
3 階事務所前の情報交流ひろばには「写真でつづる

アスカーラの一年」。2 階の展示コーナーに目を移せば

情報サポーターによる「男女平等推進センター情報誌

『すてっぷ』の一年」と「新聞切抜き掲示物『窓』の

一年」が展示されました。リニューアルしたアスカー

ラのこの一年の活動をわかりやすく紹介しました。 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
これからも一年一年、市民と一緒に歩みを進めてい

くアスカーラであることを期待しています。   
（情報サポーター ちびまま） 

男女平等推進センターアスカーラ 

リニューアルオープン 1 周年記念イベント 

日にち：4 月 5 日（土） 

「段ボールの釣り堀に糸をたらして・・・大漁です!」 

1 階のギャラリーモールは、 
バザーで賑わいました。 

 

託児サポーター“ママ・ポケット”に 
よるアンパンマンの工作も大人気！ 
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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＞ 

5 月 8 日・22 日・29 日（木）、13 日（火） 

 

■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 木 ヘルシーエクササイズ講座⑤ 

2 金 パパ・ママのための読書タイム 

3 土 パパ・ママのための読書タイム 

4 日  

5 月  

6 火  

7 水 休館日 

8 木 ヘルシーエクササイズ講座⑥ 

9 金 
再就職のためのパソコン講座① 

パパ・ママのための読書タイム 

10 土 

男性のための輝き人生塾① 

「わたしたちのワクワクが明日をつくる」講座 

パパ・ママのための読書タイム 

11 日  

12 月 託児サポーター定例会 

13 火 
再就職のためのパソコン講座② 

ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 3級⑤啓発サポーター定例会  

14 水  

15 木 
ヘルシーエクササイズ講座⑦ 

再就職のためのパソコン講座③ 

16 金 
再就職のためのパソコン講座④ 

パパ・ママのための読書タイム 

17 土 
男性のための輝き人生塾② 

パパ・ママのための読書タイム 

18 日  

19 月 情報サポーター編集会議 

20 火 
ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 3級⑥ 

再就職のためのパソコン講座⑤ 

21 水 休館日 

22 木 ヘルシーエクササイズ講座⑧ 

23 金 
再就職のためのパソコン講座⑥ 

パパ・ママのための読書タイム 

24 土 
男女共同参画条例制定記念講演会 

パパ・ママのための読書タイム 

25 日  

26 月  

27 火 
再就職のためのパソコン講座⑦ 

ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 3級⑦ 

28 水 事業サポーター定例会 

29 木 
再就職のためのパソコン講座⑧ 

ヘルシーエクササイズ講座⑨ 

30 金 
再就職のためのパソコン講座⑨ 

パパ・ママのための読書タイム 

31 土 
男性のための輝き人生塾③ 

パパ・ママのための読書タイム 

５月の男女平等推進センター 

*ひとりごと* 春の瀬戸大橋を渡って、四国香川に

７ヶ月ぶりの里帰りを果たした。1988 年 4 月開通

の巨大な建造物は風景に馴染んだものの、見上げて

人間の叡智を想う。学生時代、長期休暇の度に通っ

た宇高連絡船から見下ろす海水は哀しいほどに濁

っていた。事実、沿岸にコンビナートが立ち並んだ

1970 年代には赤潮が年に 300 回近く発生する瀕死

の海だった。それが今、観光キャッチフレーズの「青

い国」に何ら恥じるところはない。漁師たちがアマ

モという海草の種を毎年撒いて、ここ数年で瀬戸内

海は蘇った。この里海の取り組みは、乱獲や海洋汚

染を抱える世界から注目されている。環境保全にお

ける日本のリードが実に誇らしい。親孝行の真似事

で両親と一泊したのは、映画『世界の中心で、愛を

さけぶ』のロケ地近くの庵治温泉。 

白砂の浜に立てば、昔ながらの澄ん 

だ海がそこにあった。 

さて 5月、消費増税の喧騒も和らいで 

“♪Let It Go”ひねもすのたりのたりかな。 

（情報サポーター 山口郁子） 
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