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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。 
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・事業レポート 「大野城市男女共生講座①」 「親子と託児サポーターとの交流会」 
・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？「４７．２％」 

 ・私たちのワクワクが明日をつくる（第 4 回）レポート 

 ・相談室のご案内 

 ・ひとりごと 

 ・今月のアスカーラ     



 
 
 
 
 

 
平成26年度の大野城市男女共生講座が始まった。

講師が、詩人であり新聞での悩み相談の回答者やエ

ッセイでおなじみの伊藤比呂美さんということも

あってか、申し込みなく当日来場された方は、お断

りせざるを得ないという状態だった。 

開講式終了後、啓発サポーター「まどか」が男女

共同参画学習会を行った。妻・夫・子どものつぶや

きに表れるその想いの違いに、「わかるわかる」と

いう笑いが会場内に広がった。 
この学習会の内容を講師の比呂美さんもとても

気に入って、自分の両親の事に重ね合わせて語り始  
められた。父親は自分で

は何もせず妻に寄り掛

かってばかりの生活。そ

してそれを当たり前の

ように完璧に支える良

妻賢母の母。ところが高

齢になり妻が病気に倒

れると、自分で何でもす

るようになったとの事。 
できないのではなく、やらせてもらえなかったのか

もしれない。 
比呂美さん自身も「下町のお嬢様」として、固定

的性別役割分担を当然のようにしつけられた。お勝

手（台所）は私のもの、排水口に私の力があると思

い、家事全般何でもやった。でも 2 度目の結婚が終

る35歳の頃､自由じゃないと気が付いた。たとえば、

朝昼晩の食事を作ることが体に杭を打ち込まれる

くらいに苦痛に感じた。 

3 度目の結婚は、かなり年の離れたアメリカ国籍

の男性（イギリス系ユダヤ人）。カリフォルニアに

住みながら、熊本に残してきた両親が相次いで病気

になり、遠距離介護を行った。当時 79 歳の母親が

病院で寝たきりになり、82 歳の父親は独居を余儀な

くされた。カルフォルニアから 1～2 か月ごとに熊

本の父親のもとに定期的に通う日々。結婚当初、夫

は居るがシングルマザー状態だった。しかし今、夫

との生活は家庭内キャンプ状態で、それぞれの生活

はそれぞれで。「私は私、あなたはあなた」と割り

切っている。夫は高齢だが、家事は情け無用で夫に

やらせる｡それが彼のためになると多少まずくても

見守っている。そして、ほめなくてはいけない。決

してけなさないことが大事。それが自分の健康長寿

にもつながるのだから。 
 
 
講演中「私は私」という言葉が何度も出てきた。

枠にはまった生き方は楽かもしれないが、自分らし

く生きることも大切ではないかと。自分は何をやり

たいか、自分は何なのかを常に問いかけて「私は私」

という生き方をすると「あなたはあなた」がわかる。

「他人は他人（ひとはひと）」と思えると解決でき

ることもあるし、気持ちも楽になることもある。 
西日本新聞の人生相談のコーナー「伊藤比呂美の

万事 OK」でも様々な悩み相談に「あなたはあなた」

ですよのニュアンスが色々な言葉の中から受け取

れる。自身このコーナーで心がけているのは、顔が

見えないのでどの相談にも身内になったつもりで

決して否定や非難はしないということ。だから人気

があるのだろう。今日の満席もうなずける。講座で

のライブ人生相談でもそのようにアドヴァイス。 
少し変わった講演の形だったが、受講生に勇気と

元気を与えたのは間違いないだろう。終了後の著書

販売サイン会に並ぶ人の列の長さがそれを物語っ

ていた。    （情報サポーター ちびまま） 

大野城市男女共生講座①学びはこころのエネルギー 

「万事ＯＫ ライブ！」 
日にち：7 月 15 日（火） 

講 師：伊藤 比呂美さん（詩人） 
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詩人はもともと変人と思わ
れているから、とてもラクと
笑う比呂美さん。 
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 今年は台風の来訪が早く、大きな被害を全国各地にもたらしました。八百屋さんの 

店先に並んでいるはずのラインナップが少々寂しいのもいたしかたない……。 

アスカーラでは充実の秋に向けた講座で皆さんのご参加をお待ちしています。 

 

日 時・会 場 講  座・イベント 講   師・テーマ・料  金など 

④ 9 月  6 日（土） 

⑤10 月 18 日（土） 

303 会議室 

 

10:00～12:00 

あなたとわたしのための 

元気塾（全５回）  

 

男女共同参画をいろんな視点から

学んで身も心も元気満タンな毎日を

過しましょう！ 

お友達やご家族を誘って、ココロの元

気を育ててみませんか？ 

 

④「メディアが男女の付き合い方に及ぼす影響とは」 

阪井 俊文さん（九州大学非常勤講師） 

⑤「ひまわり先生のこころの子育て実践法」 

  米倉 けいこさん 

（心理カウンセラー） 

参加無料 

定員 40 名 

10 月 4 日（土） 

303 会議室 

 

13：30～15：30 

変わってしまった女と 

変わりたくない男 
～何をやっても難しい時代、できるだけ 

わかりあえる努力をしましょう～ 

 

「オンナ」と「オトコ」はなぜ分かり合え

ないのか。社会構造システムを学び

ながら、そのナゾを解明します。解明

したアカツキには明るい男女共同参

画社会が・・・。 

 

講  師：三浦 清一郎さん 

（生涯学習通信 

「風の便り」編集長） 
定 員：40 名 
受講料：無料 
対  象：興味関心のある方 

ならどなたでも 

①10 月 29 日（水） 

  306 会議室 

②11 月  6 日（木） 

  多目的ホール 

③11 月 14 日（金） 

  303 会議室 

④11 月 21 日（金） 

  303 会議室 

 

10:00～12:00 
※第 4 回講座終了後、

講師を交えての 

交流会あり 

子育てママ応援事業（全 4 回） 

ママの未来チャレンジ 

～夢をカタチに～ 
「家事や育児の毎日。子どもはかわ

いいし、子育ても楽しい。でも、何か

物足りない・・・」と感じているママにお

くる講座です。子どもとちょっとだけ離

れて自分の将来の夢や生き方を考え

る時間を持ってみませんか? 

講師は子育てをしながら、活き活きチ

ャレンジしている

素敵なママたち

です。新しい自

分が発見できる

かも。 

①「ママの夢実現キャリアプラン」 

園田 博美さん 

（株式会社キャリア研究所 代表取締役） 

②「ママのボディ＆マインドリフレッシュ」 

中山 めぐみさん （ヨガ＋バレエ グラース 代表） 

③「ママのおうち企業（基礎知識）」 

清水 麗子さん(ＮＰＯ法人エコマム理事長) 

④「ママの未来チャレンジ～夢をカタチに～」 

田川 りささん(nikoMammy 代表理事) 

中西 俊子さん 
(一般社団法人産前産後サポーター協会心ゆるり) 

中村 路子さん(Mellicore 代表) 

 

参加無料   定員 30 名 

全4回参加できる子育て中の方（12歳未満まで） 

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 

 

★かるた GA かたる 男女共同参画読み札募集！締切りは 9 月 30 日（火）★ 

 「男だから、女だから」と言った固定的な性別役割分担意識に関する日頃の疑問や気づき、男女共同参画の視
点から見た望ましい未来への願いを込めたかるたの読み札を募集します！大野城市内外問わずどなたでも応
募できます。＜作品例＞い：育児の役割 パパとママとの タッグが大事   ご応募は、①応募作品②〒・住所 
③氏名（ふりがな）④性別⑤年齢⑥電話番号を明記の上、郵送・FAX・メール・持参のいずれかでご応募ください。 

男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ９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 

○９月２、９、１６、２３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 
 
○９月２４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、 
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。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？ 

47.2

 ％ 

「男は仕事、女は家庭」福岡市が

実施した男女共同参画に関する意識

調査で、こうした考えに肯定的な人

の割合が、20 年以上続いた減少傾向

から始めて増加に転じた。2013 年の

調査では、賛成派は女性 47.2％、男

性 56.2％となり、2008年の前回調査

から女性で 15ポイント、男性では 20

ポイントも伸びた。市が、男女の固

定的な役割分担に関する意識調査を

始めたのは 1986年。当時の調査で「男

は仕事、女は家庭』という考えに「同

感する」と回答したのは男性は 7 割

超、女性でも 6 割以上に上った。そ

れ以降、こうした考えに対する肯定

意見は年を追うごとに低下してい 

 

 

た。ところが 2013年調査では一転し

15 年前の水準に逆戻りした形だ。内

閣府が 2012年に実施した全国調査で

も同様の結果が見られた。 

7 月 26 日の西日本新聞によると、

NPO法人「福岡ジェンダー研究所」理

事の倉富史枝さんは福岡市での傾向

を「非正規雇用が増え、女性の処遇

も改善されない中、『働くよりも家

にいる方がいい』と思う人が増えて

いるのではないか」と分析。「男女

共同参画の実現には意識と制度の両

方が必要。男性の働かされ方が変わ

らなければ状況は変わらない」と述

べたと掲載されている。 

ファシリテーターは、会議における『そそのかし役』であり『通訳』です、で始まった

4 回目の講座。テーマは、「みんなが活きるチーム作り～成果を出す会議の方法～」

です。講師は長年都市計画の見地から「まちづくり」に携わり、行政と地域住民双方

の信頼に基づき助け合い分かち合うまちづくりの普及に努められている十時裕さん

（ととき ひろし・有限会社プランドゥ代表取締役）。対話によるまちづくりの素晴らしさ

を教えていただきました。対話は「人と人との関係を作り、個を築き、生活を豊かに

楽しくする」ものであり、情報の共有と共鳴を産みます。会話があって、対話が産ま

れ、議論につながり問題解決を行うというプロセスが大事。ともすれば充分に人と知

り合うことなく早急に議論をして物事を決めていく危険性について学びました。似顔

絵付きの他己紹介、ボランティアについて考えるグループワーク、大野城市の白地

図を視ながらの街の読み解きなど面白ワーク満載。高齢化率や最寄駅の乗降者数

などのクイズも、地域の課題を見つけるヒントになったのではないでしょうか。次回 9

月 13 日（土）5 回目の午前の部（10：00～12：00）は、まちづくりの事例を聴く公開講

座になっています。皆さんのご参加をお待ちしています。「ワクワク」できますよ！ 

＜参考：西日本新聞 7月 26日掲載記事・内閣府「男女共同参画白書」平成 23年版＞ 

顔を突き合わせて、みんなで
つくるワクワク大野城マップ 

ワークショップの 5 つの 
“合う”はなんでしょう？ 

アンパンマンが大好きなあおかちゃんは 

可愛いおててで 3 歳って教えてくれまし

た。電車が大好きなりゅうちゃんは、にっ

こり笑顔のもうすぐ 3 歳の男の子です。 

楽しく遊べたかな？ 

 

■4 男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ９月号  



 
 
 

 
 

ママ・ポケットってね(*^_^*) 

 “ママ・ポケット”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１歳児から未就学児

の子どもさんをまどかぴあ 2 階の託児ルームでお預か

りしている託児サポーター（ボランティア）です。 
 この交流会は、「まどかぴあの託児」を充分理解し

てご利用いただき、小さな子どもさんがいらっしゃる

方もまどかぴあで開催される講座やイベントに安心

して参加できるようにと企画されました。そして、託

児を利用される保護者と直接対話することでサポー

ターのモチベーションアップも図られるとか。毎年 1
回の実施ですが、連続してこられる親子もいるほど大

好評だそうです。また始まってからの歴史は古く、多

目的ホールを使うようになって、もう 6 年だとか……

愛されていますね。 

はじまり♪はじまり(^^♪ 

サポーター19 名に囲まれ、やや緊張気味のお母さん

と子どもたち（お母

さん 24 名お子さん

31 名）の前に、カニ

のかに子さんを携え

たサポータさん登場。

手遊び歌♪ずっとあ

いこ♪（かにさんと

かにさんがジャンケ

ンしたらどっちもチョキでずっとあいこ…）の歌が流

れると笑顔が。♪きつねがでてくるよ♪、♪ぞうさん

のみみ♪と続いて、♪トントントンあたまだよ♪（ト

ントンほっぺだよ……トント

ン○○ちゃんだよ）では、歌の

最後にお母さんが子どもたち

をギューッと抱きしめると、み

んなはじけたポップコーンの

ようなお顔になりました。 
 日本昔ばなし“桃太郎”の紙

人形劇は、真剣な表情で聴いて

いました。次は親子で一緒に作る工作です。牛乳パッ

クで形を作り、真ん中にペットボトルのキャップつけ

たらコマの出来上がり。綺麗なシールで飾り付けをし

て、上手に回していました。 

わ～い(^^♪おやつだ 

 みんなお利口さんに手を洗ったら、輪になって座り

“おやつの試食・交流会”のはじまり。参加者同士や

サポーターも暫し懇談。私も話しの輪におじゃましま

した。水泳を習っているという年長さんの M ちゃんと

妹の Y ちゃん（3 歳）のお母さんは、今回が初めての

参加で託児も利用したことが無いとのこと。また年中

さんの R ちゃんのお母さんは、今回が 3 度目の参加。

夏休みの間、子どもたちと如何に過ごすかが大変でこ

の様なイベントをいろいろ探して参加しているとの

ことでした。お母さん賢い(*^_^*) 子どもたちにも話

しかけると、笑顔で“楽しい”と返ってきて、こちら

も笑顔になりました。 

リズムにのって♪ 

 最後に全員が輪になって、“歩こう”のリズムに合

わせて歌って踊りました。みんなの笑顔と笑い声が会

場を包み込み、 

1 時間 30 分があ

っという間に過

ぎました。サポー

ターに見送られ

名残惜しそうに、

会場を後にする子どもたちの姿も微笑ましい光景で

した。 

ひろがればいいな～(*^-^*)� 

 実は筆者も孫の凌くんと参加。子どもたちやお母

さんたちと和やかに談笑。話

も進み、つい取材を忘れてし

まいそうに……。 
これを機にお母さんたちの

コミュニケーションの輪が、

「まどかぴあの託児」をまだ

知らない方々へひろがればい 
いな。そうなったら、忙しいお母さんに有意義で楽

しい時間のプレゼントが出来る事でしょう。 
（情報サポーター しもおおりだんしゃく） 

「親子と託児サポーターとの交流会」 
日にち：7 月 29 日（火） 

企画および運営：男女平等推進センター 

託児サポーター“ママ・ポケット” 

取材ノートを広げながら… 

                                   男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ 9 月号 5■ 



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  ☆ 
全て相談は無料です。 

まずはお電話でお問い合わせください。 

■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＞ 

9 月 2 日（火）、11 日・18 日・25 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。予約時に①か②をお申し出ください。 

     ①男女不問：賃金未払いや雇用形態、セクハラ等仕    

事の事なら何でも労働相談員が受けます 

     ②再就職を目指す子育て中などの女性：就職全般の 

アドバイスを就業アドバイザーが受けます 

 

 

日 曜 予      定 

1 月 簿記 3級午前の部⑧ 
2 火 CAD 初級① 
3 水 休館日 

4 木 CAD 初級② ﾍﾙｼｰｴｸｻｻｲｽﾞ中期⑨ 

5 金 
ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

簿記 3級午前の部⑨ 

6 土 

ﾊﾟﾊﾟ･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④ 

市民グループ活動支援事業（福岡友の会） 

7 日  

8 月 
託児サポーター定例会 

簿記 3級午前の部⑩ 

9 火 
啓発サポーター定例会  CAD 初級③ 

ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 2級① 

10 水 
簿記 3級午前の部⑪ 

市民グループ活動支援事業（ままいる） 

11 木 CAD 初級④ 

12 金 
ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

簿記 3級午前の部⑫ 

13 土 
ﾊﾟﾊﾟ･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⑤ 
市民グループ活動支援事業（ﾊﾟﾊﾟﾏﾏちかっぱ応援団） 

14 日  

15 月  

16 火 
ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 2級②  CAD 初級⑤ 
男女共生講座館外研修 1回目 

17 水 休館日 

18 木 
男女共生講座館外研修 2回目 

福祉住環境 2級① 

19 金 
ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

簿記 3級午前の部⑬ 

20 土 
ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

市民グループ活動支援事業（ふくおか県翼の会大野城） 

21 日  

22 月 簿記 3級午前の部⑭ 福祉住環境 2級② 
23 火  

24 水 
簿記 3級午前の部⑮  

事業サポーター定例会 

25 木 福祉住環境 2級③ 

26 金 
ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

簿記 3級午前の部⑯ 

27 土 ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

28 日  

29 月 簿記 3級午前の部⑰ 福祉住環境 2級④ 
30 火 ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 2級③ 

*ひとりごと* 「日本人だけはずっと、未来永劫核に

対してアレルギーをもってほしい」。朝日新聞誌上での

吉永小百合さんの言葉は心の奥にしみる。原爆詩の朗

読を続ける彼女の言葉には説得力がある。7 月のおと

なの楽校の「社会」で大刀洗平和祈念館の山本寛館長

と竹中圭子さんの「講演」と「朗読」を聞いた。戦争の悲

惨さを語っているとは思えないような竹中さんの穏やか

な優しい語り口にいつしか涙が止まらなかった。また大

刀洗飛行場がかって「太刀洗陸軍飛行学校」として、全

国の陸軍飛行士の 2/3 を養成したこと。「本校」と呼ば

れ、多くの分校があり、鹿児島知覧の飛行基地も分校

の一つだったいうことを初めて知った。親子ほど年の離

れた実兄が特攻隊員として南方に飛び立ったのもここ

からだったのかと改めて思う。 

戦後69年になる今年、日本では憲法9条の解釈が変

えられ、集団的自衛権の行使容認が閣議決定されたり

して平和の行方はわからない。「政治が悪い」と嘆くより

自分の意思は伝えていきたい。 （情報サポーター 昴） 
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