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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「男性のための輝き人生塾①」 ｢私たちのワクワクが明日をつくる①｣ 

・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 

・ご存知ですか？男女共同参画週間 

 ・相談室のご案内 

 ・ひとりごと 

 ・今月のアスカーラ     

内閣府男女共同参画推進本部 平成 26 年度男女共同参画週間ポスター 最優秀作品 



 
 
 
 
 

男女平等推進センターでの男性向けの講座は昨年

に引き続き今回で 2 回目。前回のボランティア等に関

わる話から、今回は具体的なテーマに挑戦！参加者は

静粛な中にもやる気にみちた面々（men men）…。 
せっかくの男性講座ということで、アスカーラの所長

男女平等推進センターの充実した設備を猛アピール。

みなさん、是非気軽にお立ち寄りください。 
 
“男性のための輝き人生塾”は、定年退職後のセカ

ンドライフを元気で充実したものにするために、基礎

的な知識や技術を学ぶ 3 回シリーズの講座です。 
講師の水野博而さんは、運動生

理学を学ばれ、若いときの目標

は“世界に通用する選手をつく

る”だったそうです。それが先

輩の勧めで、高齢者の健康につ

いて取り組むことになり、いま

や福岡大学身体活動研究所で

「軽い運動（ニコニコペース）による健康づくり」を

推進さています。現在の目標は、“病院に行かずに逝く

（ぴんぴんコロリ）”だそうです。 
 

 

 日本の平均寿命（2000.6 WHO 調べ）は、女性 86.30 

歳、男性 79.55 歳で女性が長生きです。多くの場合、 

先に妻が亡くなったら夫はその後 2～3 年で亡くなら 

れるそうです。が、逆の場合は、10～20年は長生きの 

ようです。*^_^*(笑い）みなさん、妻を大切に。 

 
 加齢とともに筋肉は衰えます。特に腹筋・大腿前

部・お尻が早く、20 歳代を 100 としたら、70 歳代で

は 25～30％程度落ちます。中には例外もありスキー

ジャンプ葛西紀明選手は、40 歳にして体力 etc はまだ

進化しているそうです。先生の先輩で 64 歳から運動

を始めて、今や“93 歳のスーパー爺ちゃん”がいらっ

しゃるとか。その話には＜私もまだ間にあうなぁ～＞

と更に皆さんの真剣さが増した様子。 
 
  

人は、赤身の筋肉(赤筋)と白身の筋肉(白筋)を持って

います。白筋は速筋で大きな力を発揮するが疲れやす

く脂肪は燃焼しないし、疲労物質の乳酸が発生します。 

それに比べ赤筋は、遅筋で疲れにくく長い時間動くこ

とができます。その上、酸素とグリコーゲンで脂肪を

分解するそうです。40 歳過ぎたら有酸素運動で、赤筋

を鍛えましょう！！ 
 
 先ずは、自分を把握しましょう。 
 
 
 
 
  
みなさんは、いかがでしたか？ 
   
 体重63kgの人が1年で5kg減量すると仮定します。 

①減量するための熱量 (脂肪 1kg＝7,000kcal)  

（5kg）×7,000kcal＝35,000 kcal 

②運動(ｽﾛｰｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ)した時の消費熱量 

（63kg）×1km＝63kcal 

③脂肪減量のための運動量（運動距離） 

 35,000 kcal ÷63kg＝約 556ｋm  

 但し、脂肪だけ減量するには 2 倍の距離が必要 

 約 556ｋm×2 倍＝1,112km 

④脂肪減量のための目標運動量(1 日当たり) 

 1,112km÷（365 日）＝約 3km/1 日 

皆さんも挑戦してはいかがですか！！ 

 
 運動を楽しみながら疲労を残さず、安全で効果的な

運動を実践しましょう。先ずは、ニコニコペース（1
分間の脈拍数＝138－年齢／2）のスロージョギング（散

歩のスピード程度で走る）が効果的だそうです。1 回

10分間程度から始めて少しずつ慣らして一週間に 180

～300 分程度の運

動を継続。柔軟体

操・自分の体重を自

分で楽にコントロ

ールできる筋力ト

レーニング・腰痛予

防の腹筋運動をと

もに行うようにし

ましょう。  

ちゃんと実行すれば、ものの一年もたつと皆さんも

“仮面ライダー”になれますと楽しく・有意義な講義

は終了しました。講義終了後も先生との会話を楽しま

れる方が多く、先生の気さくな人柄が印象的でした。 
（情報サポーター しもおおりだんしゃく） 

男性のための輝き人生塾① ～チャレンジする男性を応援します～ 

「誰でもできる健康づくり運動のポイント」 

日にち：5 月 10 日（土） 

講  師：水原 博而（みずはら ひろじ）さん 

（福岡大学身体活動研究所 研究支援者） 

 

・BMI( Bodey Mass Index)体格指数  
体重（Kｇ）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）＝22～24 がベスト 
・メタボリックシンドローム（内臓肥満症候群） 
腹部周りが 85cm 以下で、お尻周りより大きくなっては× 
・体脂肪率 
女性 30％・男性 20％を超えたら要注意(>_<) 
 

スロージョギングの実践！「わっせわっせ」 
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 アスカーラ受付カウンターに来られた皆さん、お気づきですか？少しでも涼やかな気持ち 

になっていただきたいと昨年からベランダに鉢植えを行っています。昨年は朝顔、今年は 

ゴーヤを植えました。どんな緑のカーテンになるやら、光り輝く夏をどうぞお楽しみに！ 

◆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 7 月 15 日（火） 

② 8 月  5 日（火） 

③ 9 月 16 日（火） 

9 月 18 日（木） 

④10 月  9 日（木） 

⑤11 月 18 日（火） 

 

10:00～12:00 

（③のみ 9:00～

16:00 予定） 

多目的ホール（1 階） 

※④のみ小ホール 

（2 階）で実施 

 

大野城市男女共生講座 

（全 5 回） 
お待たせしました！ 

今年も皆さんお楽しみの男女共生講座

の季節がやってきました。 

一般市民による実行委員会形式で行っ

ているこの講座。委員さん達が頭をうー

んと悩ませて考えた企画内容になってい

ます。「こんな面白い話聞いたことな

い！」「来てよかった―」と毎年受講生の

方から喜んでいただいているアスカーラ

の人気長寿講座です。今年も盛りだくさ

んの内容で、皆さんの好奇心と探究心を

刺激します。 

お友達を誘ってご参加ください。 

 

①「万事 OK ライブ!」 

伊藤 比呂美さん（詩人） 

②「知っておきたい！私たちの暮らしと消費税」 

芥川 義清さん（福岡財務支局財務主幹） 

③館外研修（マイクロバス使用・昼食代等別途） 

北九州方面 （受付は第 1 回講座で行います） 

④「いい大人も楽しむ絵本のコンサート」           

松田ゆう子さん 梯美砂子さん 

（“絵本を聴こう～朗読と音楽～”クオリアの会） 

⑤「もっと知りたい高血圧と心房細動 

～医療を支える女性医師～」 

樗木 晶子さん 

（九州大学大学院医学研究院 

保健学部門教授） 

 

無料：1 回でも参加可能 

8 月 8 日(金)～ 

11 月 7 日(金) 

（全 28 回） 

 

9：30～12：00 

3 階会議室 

 

スキルアップのための 

簿記講座（日商簿記 3級） 

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。簿記を学んで経理事務

に必要な会計知識を身につけましょう。 

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） 

※大野城市内在住・在勤で生活保護等の受給さ

れている方を対象に受講料減額制度がありま

す。託児料も無料になります。 

申込先：筑紫地区商工会職業訓練会 

      電話 092（581）3412 

      FAX 092（581）3703 

＜主催＞筑紫地区商工会職業訓練会 

 

6 月 25 日（水） 

 

10：00～16：00 

 

 

弁護士による臨時無料電話相談 

女性の権利 110 番            092（586）4032 
 

女性に対する暴力や離婚に関する諸問題、職場における差別など、女性の 

権利一般に関する無料電話相談を開設します。これらの問題に詳しい弁護 

士が適切なアドバイスを行います。お気軽にご相談ください。 

＜主催＞福岡県弁護士会・日本弁護士連合会 

「大野城まどかぴあ総合相談をご存知ですか？」★相談専用電話★０９２（５８６）４０３５ 

月～金曜日の 9 時から 17 時まで無料総合相談を行っております。お気軽にご利用ください。 

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 

 
男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ6月号 3■ 
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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 

○６月３、１０、１７、２４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 

 

○６月３０日（月）１０：３０～ 
  担当：ＨＡＮＤ ＩＮ ＨＡＮＤ 

 
※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
? 

雨の中「おはなしのへや」に遊びに来てく

れた“ぴよぴよ”ちゃんたち。 

大好きなママと一緒に、楽しくお話聞け

たかな？お腹いっぱい遊んだら、ネンネ

タイムになっちゃったね*^_^* 

またきてね！ 

アスカーラの出前講座を利用して、みなさんの「学びたい」をもっと充実したものに 

しませんか？お気軽にご相談ください。一緒に素敵な講座を考えましょう！ 

 
■対象■大野城市内在住か勤務・通学する 3 名以上の 

グループ・企業など。 
 
■費用■講師料はアスカーラが負担します。 

材料費等は実施団体の負担になります。 
 
■会場■主催団体で手配(大野城市内)をお願いします。 
 
■申込方法■開催日 1 か月前までに要申込。 

詳しくは、まどかぴあ館内等で配布中の 
チラシ又はホームページをご覧ください。 

内閣府 男女共同参画局では、 

毎年 6月 23日（月）から 29日（日） 

までの 1週間、「男女共同参画週間」を 

実施しています。（内閣府男女共同参画局 HPより） 

今年度は「男性が、企業人としても家庭人としても豊 

かな生活をおくるために、長時間労働を減らして、女性 

と共に家事・育児・介護・地域活動に関わりたくなるよ 

うなキャッチフレーズ」を募集し、応募総数 3,651点の 

中から、審査の結果、以下の 3作品が選ばれました。 

最優秀作品「家事場のパパヂカラ」 
（山口県 野田学園中学高等学校＜6年制１貫教育＞ 

 平成 25年度 4年 C組の皆さん） 
 優秀作品「今年はパパが育休」丸山晶子さん(東京都) 

優秀作品「家を楽しみ、職を楽しむ。」池野朱実さん(愛知県) 

   

男
女
共
同 

参
画
週
間 

～アスカーラは「あなたの学びたい」を応援します！～ 

 
 

★「お父さんに月 1 回でも料理してほしい！」 
と願うママたちへ 

⇒「パパ株 UP！家族にこにこ男子厨房」  

   内容：料理実習と「ありがとう」探し 
 
★「長―い老後を賢く健康に暮らしたい！」 

と日々考えているシニア世代の皆さんへ 

⇒「笑顔で毎日過ごすための 10 か条」 

内容：シニア向け身体ケアとウォーキング  
 

 

～例えば、こんな講座はいかがですか？～ 
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地域女性リーダー育成講座全 10 回、手を挙げた人

の覚悟たるや天晴れ！ 持ち前の体力・気力もさるこ

とながら、送り出した家族や友人・知人が織りなすバ

ックヤードの充実は侮れない。見えないところで、大

野城市の共同参画の意識は積みあがってきている。自

薦他薦を含めて、登録人数は 26 名（最年少 32 歳から

最高齢 76 歳まで）。この日参加の 23 名の自己紹介は

圧巻だった。いずれ劣らぬ強者揃いである。 

子どもの頃の遠足前夜に匹敵するワクワク感から

遠のいてどれくらいになるだろう。子育てを終えた後

に思いを馳せれば、それでも多少のときめきがなくは

ない。じゃあ、どんな時に高揚したかと言うと、「こ

の年になって初めて」とか「いい人に出会ったなぁ～」

とか。状況は、この講座にぴったりのシチュエーショ

ンだ。いみじくも受講者の一人が口にした、「私自身

のワクワクを探しに来た」は全員の期待感を代表した

言葉と言えよう。ともあれ、休憩時間の和気あいあい

としたおしゃべりが初対面とは信じ難い。一年間のカ

リキュラムを修業した後に、腹心の仲間たちが繰り広

げる何か大きな活動を確信した。 

現在途上国に見る人口構成の釣鐘型が日本にも当

てはまった頃に、国の社会改革が一挙に進んだ。が、

不測の少子高齢化は待ったなしの行き詰まりを突き

つけて、行政の危機感は半端ない。オリエンテーショ

ンの後は、大野城市の地域コミュニティと男女共同参

画の現状が説明された。いずれ税収減や人手不足から

行政サービスが立ち行かなくなるのは、すでに財政破

たんした国や自治体の例もある。市民サイドでも、「自

分に何ができるか」を自問する段階にはいっている。

この度の大野城市と男女平等推進センターのコラボ

は、行政と市民間のコーディネートに布石を打った。

共同参画の掘り起こしこそ進捗（しんちょく）が期待

できるチャンスである。第 3次大野城市男女共同参画

基本計画（※注）の取り組むべき課題として、地域女

性リーダー養成のための講座が実現に至った次第だ。 

トリは我らが林田スマ館長の講演「女性の活躍が地

球を救う ～市民力考～」やる気に火をつける話にな

れば……と始まって、ご自 

身の経験からいろんな顔を 

持つ“複顔”を勧められ 

た。もし尻込みしかけた 

受講生がいたなら、踏み 

出した一歩に誇りを持つ 

応援となっただろう。三 

者三様の自己紹介には、 

アナウンサーの立場から 

言葉のプロを自認する館 

長が舌を巻いた。自分の言葉で自身を語る説得力に、

向かうところ敵なしだ。ネットワーク力・コミュニケ

ーション力はリーダーの条件である。ことばの力を知

るメンバーは、難なくクリアーして行くに違いない！ 

褒め上手の館長ともども、外野の私たちも楽しみにし

ている。      （情報サポーター 山口郁子） 

 
※注：この計画は、すべての市民がその個性と能力を

尊重され、平和で豊かに暮らしていくことがで

きる男女共同参画社会を推進していくための

指針となるものです。新しい計画の期間は、平

成 25年度～平成 29年度の 5年間です。 

（大野城市役所ホームページ参照） 

ホームページアドレス：

http://www.city.onojo.fukuoka.jp/ 
 

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＜第 1 回＞ 

日にち：5 月 10 日（土） 

開講式および講演会 

①開講式（主催者挨拶・事業説明・受講生自己紹介） 

②大野城市の地域コミュニティと男女共同参画の現状 

③講演「女性の活躍が地球を救う ～市民力考～」 

講師：林田 スマ（大野城まどかぴあ館長） 

林田館長の講演は、 
受講生の熱い心に 
火をつけた！ 

見
て
く
だ
さ
い
！
ワ
ク
ワ
ク
の
笑
顔 
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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＞ 

６月 5 日・12 日・19 日（木）、10 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 日  

2 月  

3 火 
ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 3級⑧ 

再就職のためのパソコン講座⑩ 

4 水 休館日 

5 木 
ヘルシーエクササイズ講座前期⑩ 

再就職のためのパソコン講座⑪ 

6 金 
パパ・ママのための読書タイム 

再就職のためのパソコン講座⑫ 

7 土 
パパ・ママのための読書タイム 

あなたとわたしのための元気塾① 

8 日  

9 月 託児サポーター定例会 

10 火 
再就職のためのパソコン講座⑬ 

啓発サポーター定例会 

11 水  

12 木  

13 金 
パパ・ママのための読書タイム 

再就職のためのパソコン講座⑭ 

14 土 
パパ・ママのための読書タイム 

わたしたちのワクワクが明日をつくる② 

15 日  

16 月  

17 火 再就職のためのパソコン講座⑮ 

18 水 休館日 

19 木 再就職のためのパソコン講座⑯ 

20 金 
パパ・ママのための読書タイム 

再就職のためのパソコン講座⑰ 

21 土 パパ・ママのための読書タイム パパの楽々育児塾① 

22 日  

23 月  

24 火 
再就職のためのパソコン講座⑱  

第 17回ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ友の会チケット発売開始 

25 水 弁護士による臨時無料相談 電話女性の権利 110番 

26 木 ヘルシーエクササイズ講座中期① 

27 金 
パパ・ママのための読書タイム 

再就職のためのパソコン講座⑲ 

28 土 パパ・ママのための読書タイム 

29 日  

30 月  

６月の男女平等推進センター 

*ひとりごと* ここ 1～2 年、家庭菜園にはまっ

ている。ベランダでの細々としたプランター栽培

で、ラディシュや大根、ブロッコリーなどを育てて

いる。本当に小さな菜園だが、毎日の水やり・時々

ある間引き・害虫の駆除など、やはりそれなりに手

がかかる。 
菜園を始めて学んだことは「待つ」こと。野菜の

種や苗をせっせと植える。芽が出て苗が育ち、喜ん

でいても、すぐに実をつけてくれる子となかなか発

育の遅い子がいる。でも、根気強く水をやり手入れ

をして待ち続けると、ある日突然実がつき驚かされ

たりする。もうこの子（野菜）はダメだ 
と待つことをやめてしまっていたら、得 
られなかった喜びと感動だ。 
野菜が少しずつ根を張り育つように、自分自身の

問題も、自分にできることをやったら、後は焦らず

に「待つ」ことが大切……と自分に言い聞かせるよ

うにしている。   （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   
ＴＥＬ／ 092（586）4030 ＦＡＸ／092（586）4031 
相談専用電話／092（586）4035   ホームページアドレス http://www.madokapia.or.jp/ 
   

 

子育て応援講座「パパ・ママのための読 
書タイム」は、4 月から毎週金・土曜日 
に行っています！育児と育自をがんばる 
あなたにオススメの講座です。 
どうぞご利用ください。 
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