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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 「大野城市男女共同参画条例記念講演会」・ ｢あなたとわたしのための元気塾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 

・この数字ってなあに？「１．４３」 

 ・相談室のご案内 

 ・ひとりごと 

 ・今月のアスカーラ     

 あなたのワクワクが明日をつくる（5/10）  大野城市男女共同参画条例制定記念講演会（5/24） 

輝き人生塾③（5/31） 

 輝き人生塾①（5/10）  あなたとわたしのための元気塾①（6/7） 

 グリーンカーテン・ゴーヤ君 



 
 
 
 
 

女性と国際問題というテーマからだろうか、会場に

は女性だけでなく、男性の姿も多く見られた。8 項目

に分類され、映像を伴った説明は分かりやすかったが、

地球規模の内容だったので、今回は身近な項目につい

て記したい。尚、まどかぴあ HP に講演録が掲載され

る予定なのでご覧いただきたい。 
 

 

 2000 年 9月のニューヨークで開催された国連ミレニ

アム・サミットで採択された国連ミレニアム宣言と

1990 年代に開催された主要な国際会議やサミットで

採択された国際開発目標を統合し、一つの共通の枠組

みとしてまとめられたものを国連のミレニアム目標

という。2015 年までに達成すべき目標として以下の 8

つのゴールと 21のターゲット項目を掲げている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③のゴールのために、初等・中等教育における教育

レベルの男女格差の解消を 2005年までに達成し、2015

年までにすべての教育レベルにおける男女格差を解

消するとしている。 

まちづくりにおけるジェンダーの現状と問題 

・家事や子育てに費やす時間は､男「1」に対し女「3」 

・世界の富の所有割合は男「100」に対し女「１」 

・世界で 8 億 7500 万人いる非識字成人の 2/3 は女性 

・ウガンダやケニアなど発展途上の多くの国で、女 

性が夫や親の土地や財産を保有、継承できない 

・女性のアイデアや視点は、まちづくり等に充分に反

映されておらず、社会参画は充分ではない 

・家庭やコミュニティでの女性の働きは社会で充分な

認知を受けていない 

日本はどうなっているのか？ 

・世界経済フォーラムから発表されたジェンダー・ギ

ャップ指数は、日本は 135 ヵ国中 101 位（H24年 10

月）。H23年は 98位で年々下降。 

・国連開発計画（UNDP）のジェンダー不平等指数は、

145 ヵ国中 21位（H23 年 11 月。H24年発表は 187ヵ

国中 10位）。 

日本政府はどうする？（アベノミクス） 

☆大胆な金融政策⇒無制限の量的緩和 

☆機動的な財政政策⇒大規模な公共投資（国土強靭化） 

☆民間投資を喚起する成長戦略 

政策金利のマイナス化 

   「健康長寿社会」から創造される成長産業 

世界に勝てる若者 

女性が輝く日本（やっと腰を上げた） 

女性が輝く日本 

☆平成 29年度末までに待機児童の解消 

☆全上場企業において積極的に役員・管理職に女性

を登用⇒上場企業 3608 社の女性役員数は 505 人

（1.2％）（平成 23年 5月現在） 

☆育児休業した女性の円滑な職場復帰 

☆子育ての経験を生かし、起業・創業（資金援助） 

 

 

クリエイティブ経済の実態は巨大な格差世界 

⇒世界経済の中心は北米、ヨーロッパ、アジアの 40

のメガ地域。世界人口の 18％・経済の 66％・トッ

プ科学者の 83％を占める。高度に専門化された地

域に再編。 

Ｌiveable な都市：福岡 

「世界で最も住みやすい都市 TOP25」（英国 MONOCLE

誌）で福岡は 12 位。日本の都市には少ない海や緑

の多い開放的な都市で、東アジアに近く、フレンド

リーで安全清潔。 

福岡からの国際事業展開 

  国際競争力を備えたアジアで最も持続可能な地域 

をめざす。 

①観光：集客交流のゲートウェイ・MICE 

②環境：環境産業の創出・集積 

③人材：グローバル人材育成・留学生の活用 

④都市再生：港湾、空港、鉄道のネットワーク 

⑤食：輸出産業の育成・観光とのタイアップ 

 

 

①教育に対する女性の自由度は高い…国際社会の

知識・ライフスタイルを理解  

②母性（女性の寛容性）…異分子を受け入れる 

⇒多様な社会の形成  

③家庭生活を重視…自己犠牲の労働環境 

⇒効率的で人間的労働環境 

  

 

 

           

 

 
女性が国際化を進め日本を変えていく!! 

           （情報サポーター 昴） 

男女共同参画条例制定記念講演会 

「女性が支える日本の国際化」 

日 にち：5 月 24 日（土） 

講  師：野田 順康さん （西南学院大学法学部教授） 

国連内部の日本人専門職の男女比率は逆転 
国連事務局 NY 60％  ユニセフ 76％ 

国連開発計画 64％ ハビタット 66％など 

① 極度の貧困と飢餓の撲滅  

② 普遍的初等教育の達成 

③ ジェンダーの平等推進と女性の地位向上 

④ 幼児死亡率の削減 

⑤ 妊産婦の健康改善 

⑥ エイズ、マラリアその他疾病の蔓延防止 

⑦ 環境の持続可能性の確保 

⑧ 開発のためのｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟの推進 

■2  男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ７月号  



 

 

 今年の夏は、エルニーニョ現象の影響で日本全国、何やら不穏な気候になりそうな…。 

そんな時は、アスカーラにいらっしゃいませんか？ゆっくり過ごせるスペースや子ども 

さんと遊べるキッズルームもありますよ。恒例のフェスティバルもお楽しみに！ 

 

 
 

 

 

 

 

日 時・会 場 講  座・イベント 講   師・テーマ・料  金など 

７月 29 日（火） 

10:00～11:30 

多目的ホール 

（1 階） 

まどかぴあ こどものくに事業 

親子と託児サポーターとの交流会 

 

現在託児を利用している親子、これ

から託児を利用してまどかぴあのイ

ベントや講座に参加してみたいと思

っている親子を大募集！ 

 

 

＜内 容＞紙人形劇、牛乳パックの工作、 

     託児サポーターとの座談会、他 

     ※託児で使用するおやつの 

      試食もあります 

＜定 員＞親子 40組 

＜参加料＞無料 
※ママポケット・・・まどかぴあ主催の講座やイベ 

ントの託児を担当するボランティアグループ 

９月２日（火） 

～ 
９月 16 日（火） 

（全 5回） 

18：30～21：30 
202 会議室（2 階） 

 

実践！ＪＷ－ＣＡＤ 初級講座 
ＪＷ-ＣＡＤって…専門的な分野の利用

のみならず看板、チラシ広告、衣服デ

ザイン、名刺の製作にも幅広く利用さ

れています。無料ソフトで多種多様の

豊富な機能と初心者でも利用しやす

い操作性で多くの人たちに利用され

ています。 

 

講 師 竹中 ひとみさん（生涯学習センター講師）   

定 員 20 名 
受講料 8,000 円（テキスト代含む） 
    ※商工会員 5,000 円 
申込先 大野城市商工会 

電話 
FAX 

申込期間 ～8/24（金） 

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 

 

 
 
 
 
 
今年もフェスティバルの季節がやってきました。 
伝統を受け継いでいくことの大切さ、そしてそれを自分 
なりに変えていく勇気。さあ、自分らしくありのまま 
に未来に向かって踏み出してみませんか？ 
 

＜第 1 部＞コンサート「伝統と挑戦」13:30～14:30 
                    出演：浅野 祥さん（津軽三味線） 

中西 久美さん（フルート） 
國友 章太郎さん（ピアノ） 

＜第 2 部＞講演＆ミニトーク「自分らしく ありのままで」14:35～16:00 
                    講演：倉田 真由美さん（漫画家） 
                    ミニトーク：倉田 真由美さん 浅野 祥さん 

              <聞き手> 林田 スマ（まどかぴあ館長） 
             ☆当日はバザーやお子様向けのお楽しみコーナーもあります!! 

 

８/23（土） 

＜料金＞ 前売 1,000 円 

当日 1,300 円 

＜会場＞ まどかぴあ 
 大ホール、他 

 

      

●全席自由  ●チケット発売日 7／1（火）  ●託児あり（1 人 300 円）  ●手話通訳・車いす利用は事前予約 

◆男女平等推進センターフェスティバルは一般公募による実行委員会が企画運営しています◆ 

092(581)3412 
092(581)3703 
 
 

福
岡
出
身
の 

倉
田
真
由
美
さ
ん 

男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ7月号 3■ 

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 

○７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 

 

○７月２３日（水）１０：３０～ 
  担当：大野城子ども劇場 

 
※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
? 

レゴブロックが大好きな、はるとくん（2 歳）              

とアンパンマン命のたいき君（1 歳）。 

元気いっぱい、お部屋の中を駆け回りま 

した。大きくなあれ！ 

去る 5 月 10 日（土）、アスカーラでは地域の

中で問題意識を持ち、課題解決に向けて、自分

自身で行動する女性を応援するために、地域

女性リーダー育成講座を開講しました。地域で

活躍する女性の人材育成を目的とした講座

は、大野城市で初めての取り組みです。 

第 2回目の 6月 14日（土）は、福岡県男女共

同参画センター前館長の中嶋玲子さんとＮＰＯ

法人福岡ジェンダー研究所の倉富史枝さんに

男女共同参画社会の重要性と、メディアリテラ

シーについて学びました。中嶋さんに『輝々（き

き）として生きる。そして周りの人にも生きてもら

う』という素敵な言葉をいただき、受講生も「男

女共同参画って、みんなに優しい考え方なん

だ」と納得の様子でした。第 3回もお楽しみに！ 

厚生労働省は 6 月 4 日、2013

年の人口動態統計（概数）を発表

した。赤ちゃんの出生率は過去最

少の 102 万 9800 人、死亡数から

出生率をひいた人口の自然減は

23万 8632人で過去最大となり、

人口減少の流れが加速した。 

 1人の女性が生涯に産む子ども

の数の指標となる合計特殊出生

率は、1.43 で、前年よりも 0.02

ポイント上昇した。出生率が上昇

するのは 2年連続となる。 

年代別では 30 代の出生率が上

昇している一方、20 代での出産

は減少傾向が続いている。また第

1 子を出産した平均年齢は 30.4 

歳で過去最高を記録し晩産化が 

1.43 
  

うかがえる。都道府県で最も高か

ったのは沖縄で 1.94、ついで宮崎

が 1.72、島根と熊本が 1.65 とな

っている。最も低かったのは東京

で 1.13、次いで京都が 1.26 北海

道が 1.28 だった。福岡は平均の

1.43だった。政府の少子化対策等

で出生率の減少には歯止めがか

かっているものの、大幅増とまで

はいかず、晩婚晩産化とともに出

産可能な女性の人口自体が少な

くなっているところから、出生数

および人口の減少は避けられな

い。出生率向上と人口維持のため

にさらなる少子化対策の強化が

望まれる。 

 

 

※参考：H26.6.5 西日本新聞掲載記事 

グループワークでは、互いに尊重しあ
って意見の交換等を行うことが大事と
教えていただきました。 
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皆さんはリプロダクティブ・ヘルス（性と生殖の健

康）という言葉をご存知だろうか。今回の講座は、リ

プロダクティブ・ヘルスの問題を文化人類学の視点で

研究されてきた宮地歌織さんを講師に迎えて開講さ

れた。講師は大学時代からアジア・アフリカ・南米な

どの各国、とくにケニアやガーナ奥地でフィールドワ

ークを行ってきた。またフランス人の夫をとおして新

たに見えてきた日本の男女共同参画について語った。 
最初に、女性研究者の割合をもっと増やさなくては

いけないと語られた。その割合は平成 21 年度の時点

で日本は 13．0％。0.1％の差だった韓国（13.1％）は

現在、増加傾向にある。ちなみに 1 位の米国は 34.3％
だ。政府も「リケジョ」を増やそうと音頭取りをして

いるが、なかなか難しいそうである。例えば、外科医

などが産休や育休を一年もとると、メスが持てないと

いうことだった。 
世界経済フォーラムから男女平等指数(Gender Gap 

Index：GGI)ランキングが毎年発表されている。4 つ

の分野、すなわ

ち経済分野、教

育分野、保健分

野、政治分野の

データから構成

され、男女格差

を指数化し、各

国を順位付けしている。2013 年統計では 1 位はアイ

スランドで、76 位にガーナとケニア。日本は 105 位

だが年々下がる傾向にあるので、もっと多くの人が危

機感をもってほしいと強く要望された。 
話しは、講師の夫の母国であるフランスの女性政治

家たちにも及んだ。大臣は男性 8 人、女性 8 人で男女

同数。その中にはシングルマザーで 2007 年には大統

領候補になった人や韓国の孤児院から仏へ養子に来

た人、36 歳で最年少大臣を務める人など様々な背景で

も活躍できるというロールモデルになっていた。 
ビジネスのしやすさのランクでは日本は 27 位。女

性をターゲットにしたビジネスには、消費者である女

性の視点が必要なのに、口紅の色を決定するのに 60
代男性役員に任せていいのか？ と。日本は女性の教

育分野、保健分野でのレベルは高いのに、経済分野や

政治分野での格差が大きく総合順位が低いという状

況を挙げ、もったいない国と指摘をされた。 
次に講師の専門である「リプロダクティブ・ヘルス

／ライツ」について。この意味は、人間の生殖システ

ムおよびその機能と活

動過程のすべての側面

において、単に疾病、障

害がないというばかり

でなく、身体的・精神的、 
社会的に完全に良好

な状態にあることを指し、ライツはそれを享受する権

利だそうだ。具体的に云うと、人々が安全で満ち足り

た性生活を営むことができ、生殖能力を持ち、産む、

産まない、いつ産むか、何人産むかを決める自由をも

つこと。また、海外では国や NGO が、安全で効果的、

安価な避妊法の情報やサービス、技術の提供などを行

っているところもあるという。そこで講師がケニアで

具体的に行った活動が「行動変容」という考え方を用

いて紹介された。それはエイズ差別を無くす紙芝居だ

った。実話に基づいて関係者みんなで絵を書いたそう

である。要は参画意識と感情に訴える方法で、「エイ

ズになると後で困るよね」と感情アプローチが必要と

力説された。 
「あなたは半年後に何をしたいか」講師の質問に、

グループ内で意見を発表し、話し合いを行った。そし

て行動するために必要な「PDCA サイクル」について

説明された。＜P＝Plan【計画】D＝Do【実施･実行】

C＝Check【点検・評価】  A＝Act【処置・改善】＞

私も現役時代にはよく口にし、よく聞かされて実行さ

せられたものである。退職後には趣味に活用している

が、説明のとおり、仕事しかり、人間の様々な行動に

おいて大いに役に立つ優れた手法の一つだと思う。 

参加者からは「楽しく元気なお話しだった」「いろ

いろ知らなかったことを教えられた」「日本の現状が

良くわかり勉強になった」等の感想が聞かれた。元気

塾は、始まったばかり。「行ってみたいけど…」と迷

っている方がおられたら、ぜひ参加されてはいかがだ

ろうか。     （情報サポーター 倉町 賢一郎） 

あなたとわたしのための元気塾 第 1 回 

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～ 

日にち：6 月 7 日（土） 

講 師：宮地 歌織さん 

（佐賀大学男女共同参画推進特任助教） 

「望まない妊娠をしないために」 
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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＞ 

７月３日・10 日・24 日（木）、8 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 火 第 17回ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ一般チケット発売開始 

2 水 休館日 

3 木 
再就職のためのパソコン講座 

ヘルシーエクササイズ講座中期② 

4 金 
再就職のためのパソコン講座 

パパ・ママのための読書タイム 

5 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② 

パパの楽々育児塾② 

6 日  

7 月  

8 火 
再就職のためのパソコン講座 

啓発サポーター定例会 

9 水  

10 木 ヘルシーエクササイズ講座中期③ 

11 金 
再就職のためのパソコン講座 

パパ・ママのための読書タイム 

12 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③ 

13 日  

14 月 託児サポーター定例会 

15 火 
再就職のためのパソコン講座 

大野城市男女共生講座① 

16 水 休館日 

17 木 
再就職のためのパソコン講座 

ヘルシーエクササイズ講座中期④ 

18 金 パパ・ママのための読書タイム 

19 土 パパ・ママのための読書タイム 

20 日  

21 月  

22 火  

23 水  

24 木 ヘルシーエクササイズ講座中期⑤ 

25 金 パパ・ママのための読書タイム 

26 土 
パパ・ママのための読書タイム 

パパの楽々育児塾③ 

27 日  

28 月  

29 火 親子と託児サポーターとの交流会 

30 水 事業サポーター定例会 

31 木 ヘルシーエクササイズ講座中期⑥ 

７月の男女平等推進センター 

*ひとりごと*  「え？3 杯ですか」怪訝そうに彼は

聞き直した。「事情をうかがえますか」と、私たち二人

を交互に見た。「一緒に旅行する約束をしていた友人が

亡くなって来る事ができなかったので」。向かいの席の

友の目に涙がにじんだ。彼は納得顔で立ち去ったと思

うと、すぐにもう一つ膳を作ってくれた。「ありがとう

ございます」と言いながら私たち二人は、泣いた。 
彼女が逝って今年で九年が過ぎた。まだ 47歳だった。

子どもに手がかからなくなったら旅行しようと約束を

していた。どこでもよかった。時間を気にせず語り明

かしたかった。          
 私たち三人は家庭教育学級で知り合った。3 人でいる

時間は心地よく、他愛の無い話をしながら涙を流し笑

い転げた。まるで 10 代の女の子のように…。 
 それは知り合って 7 年が過ぎた夏の日、突然の電話

だった。「O です、妻が亡くなりました」不謹慎にも私

は「うそ！」と叫んでいた。10 年前に沖縄で乳がんを

発病し闘病していたと知った。そんな様子はみじんも

感じさせなかった。残された私たち二人は大きな悲し

みとともに腹が立った。話してくれなかった彼女と気

づかなかった自分たちに。でも 3 人でいたときは病気

ではない自分でいたかったのかもしれない、と思うこ

とにした。だってとても楽しそうだったもの。 
 3 人で行くはずだった旅行 2 人で行ったよ。これから

も行くよ。大丈夫 2 人の心の中に一緒に連れて行って

あげる。約束したからね 3 人で旅行するって。 
（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 
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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