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大野城まどかぴあ男女平等推進センターは、平成 25年 4月 6日（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+スカーラの造語で、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「子育てにまつわるお金の話～みんなどうしてる子供の教育費？～」「林真理子講演会」 
・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 

・アスカーラまつりのお知らせ 

・託児サービス改定のお知らせ 

 ・相談室のご案内 

 ・ひとりごと 

 ・今月のアスカーラ     

アスカーラとは 



■2    男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ 3月号  

 

 

 

 

 

 

 

               

「子育てにまつわる…」というテーマのせいか参

加者の大半が若いお母さんやご夫婦だった。講師か

らは、まずはお金にちゃんと向き合い、出るお金に

ついて夫婦で話し合う必要があるとの話があった。 

人生には、①教育資金 ②住宅資金 ③老後資金

の三大資金がある

こと。今回は教育

資金について話し

が進められた。中

でも大学の教育費

は負担が大きい。

例えば、私立大学

文系に学ばせると

設定。学費を年間

約 100万円、仕送りを月 10万円とすると、100万円

×4ヶ年間＝400万円 

10万円×12ヶ月×4ヶ年間＝480万円 

プラス塾の費用＋受験費用＋諸々で 120万円  

計 1,000万円となる。 

このように教育資金は計画しやすいので、どう貯め

ていくかが問題になる。 

お金の貯め方であるが、収入－支出＝貯蓄の計算

では、貯まらない。残高があれば使ってしまう。こ

こが、貯める人と貯まらない人の違いだと講師は説

く。収入－貯蓄＝支出これでないと貯まらない。貯

まる仕組みを作ることが大事と講師は力説する。 

方法は給料からの天引きなどを利用する方法で、

財形貯蓄もその一つ。なんと言っても、多額の資金

が必要となるのは大学進学のための教育費用。ここ

で講師自身の体験を例に挙げられた。「何が起こる

か、出費がどれくらいになるのか分らない」という

事例だ。それは、娘さんが休学して短期留学したい

と云う相談の話であった。予想しなかった希望を受

け入れる為にも、貯めておくにこしたことはないと。

講師からも受講者に「教育資金を貯めるには何かし

ているか?」との問いかけがあり、受講生から話を

聞くことができた。それに対してのアドバイスとし

ては、 

■貯蓄をスタートしてから 1～2 年毎に、ゴール

で幾らいるかを考え、全体を把握する 

■子どもに今の状態を説明し、節約するにはどう

すればよいか、話し合って再検討する 

が重要だと説かれた。 

 

 我々が加入している定期死亡保険や学資保険な

どの民間保険についても説明があった。保険は加入

者が死亡した時に、公的年金の遺族年金で足らない

分を補填する方法。それが無駄のない加入の仕方で

あると講師は力説された。公的年金の無加入は一番

ダメ。国の制度より良い民間保険はない。年金が崩

壊するとよく言われるが、これは日本という国が無

くなるに等しいと講師は言い切る。 

最後に民間の保険加入に当たっての留意点を話

された。保障内容はもちろんのことだが、保険を誰

から買うかも重要なポイントになると。担当者選び

である。友達に聞いて評判のいい人を紹介してもら

ったり、保険ショップや保険代理店に自ら足を運ん

でみることもおススメ。新商品を無理に紹介しない

で、こちらの目線で相談にのってくれる人を探すこ

とが肝要で

あると結ば

れた。 

講座を終

えて、私自身

のことを考

えてみた。サ 

ラリーマンで還暦を迎えたが、計画的には貯めなか

ったと思う。ただ天引き貯金はしていた記憶があり、

ある程度貯まれば、郵便局の定額預金に預け替えを

していた。今振り返れば、当時は利率もたいへん良

く、利息も複利で付いていたと思う。これを担保に

郵便局から融資を受けて教育資金に廻した。さらに

満期になった分も子ども達の学資に当てて、それで

貯金が無くなってしまった記憶が蘇って来た。確か

に、残ったお金で貯金しようと思ってもなかなか貯

まらない。時代が変わっても貯める仕組みを作らな

いとお金は貯まらないと改めて実感した。 

      (情報サポーター  倉町 賢一郎) 

市民活動支援事業 

「子育てにまつわるお金の話 
～みんなどうしてる?子どもの教育費～」 

日にち：1月 17日（土） 

講 師：堀尾 健一さん 

（ファイナンシャルプランナー） 

主 催：パパママちかっぱ応援団 

やっぱり気になるお金の話・・・ 
みなさん、真剣です。 



 

 

 少しずつ少しずつ、日が長くなってきました。梅の花の香にさそわれたのか、小鳥のさ 

えずりも心なしか楽しそうです。まちわびた萌える季節はもうすぐです。 

さあ、何か始める準備はできましたか？アスカーラはあなたの新しい１歩を応援します。 

                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

日 時・会 場 講  座・イベント 講   師 

①５／２９（金） 

②６／ ５（金） 

③６／１２（金） 

④６／１９（金） 

303 会議室（3 階） 

１０:００～１２:００ 

「聞きたい・やりたい・伝えたい」人 大募集！ 

情報サポーター養成講座（全 4 回） 
男女平等推進センターが毎月 1 回発行す
る情報誌「すてっぷ」や掲示物「窓」を作
成する情報サポーターの養成講座です。 
好奇心満タンのあなた！お待ちしていま
す。 

受講料：無料   定 員：40 名 
※原則全 4 回参加できる方 
※第 4 回は講師の変更の可能性もあります 

①「ボランティアってなぁに？」+交流会 

講師：冨岡郁雄さん 

（NPO 法人日本ｿｰｼｬﾙｺｰﾁ協会理事長） 

②「メディアリテラシーを学ぼう！」 

講師：林田真心子さん（福岡女学院大学講師） 

③「伝えるコツ！発信って楽しい！」 

講師：佐々木喜美代さん（ＮＰＯ法人アジアン･ 

エイジング・ビジネスセンター上席研究員） 

④「まわしよみ新聞を作ろう!」 

講師：安武信吾さん（西日本新聞社地域づくり事業部） 

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 

 

“大野城市の男女共同参画条例を知っていますか？” 
〰◆◆◆男女共同参画条例制定記念講演会のお知らせ◆◆◆ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

          ☆平成 27 年度 アスカーラサポーター･ボランティア実行委員大募集☆ 
          アスカーラでは、平成 27 年度もサポーターさんやボランティアさんの説明会を開

催します。興味のある方はお気軽にお問い合わせください。きっと新しい出会い
や発見がありますよ！※説明会会場は、まどかぴあ 3 階アクティブルームです。 

 

日   時 説 明 会 内 容 

3／16（月）13：30～15：00 大野城市男女共生講座実行委員会 

3／19（木）13：30～15：00 男女平等推進センターフェスティバル実行委員会 

3／25（水）10：30～12：00 男女平等推進センターサポーター（事業・情報・啓発） 
            

力 

男女共同参画社会とは、男女が、互いにその人権を尊
重しつつ責任も分かち合い、性別に関わりなく、その
個性と能力を十分に発揮することができる社会のこ
とです。大野城市は、平成１８年３月に「大野城市男
女共同参画条例」を制定しました。この条例は、大野
城市における男女共同参画の推進に関する基本的な
考え方を定め、市と市民の皆さんが協力して計画的に 
推進することを目的としています。アスカーラは市民 

の皆さんに条例の内容を理解していただき、それぞれ
の分野で取り組んでいただけるよう、講座やイベント
を開催しています。そこで、平成２７年度も素敵な講
師をお呼びして、男女共同参画条例制定記念講演会を
下記のとおり企画しました。 
「あなたもわたしもみんなが輝くために!」 
ぜひ男女共同参画条例制定記 
念講演会にご参加ください。 

日 時：5 月 23 日（土）13：30～15：00 
会 場：多目的ホール（まどかぴあ 1 階） 
講 師：山地久美子さん（大阪府立大学人間社会学部研究員） 
テーマ：「未来につなぐ私たちのまちづくり～阪神・淡路/東日本大震災を乗り越えて～」 
定 員：100 名   受講料：無料    対 象：どなたでも参加できます 
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託児サービス改定のお知らせ 
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キッズルームで 
★こんにちは★ 

＜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 ※入場料は無料です ※未就学児が対象です 
※子どもさんだけでは遊べません。必ず保護者の方は一緒に入室してください。 

今月の元気キッズ！ 

 

 

だいち君は１０か月。つかまり立ちが 

上手にできます。お気に入りは「カー

ズ」。車や電車が大好き！今日はママ

とおばあちゃんと一緒に      遊び

にきてくれました。 

☀今月のお楽しみ情報☀ 

○３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 
 
※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。 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

   
     

 
   

 

 

 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 

◆写真でつづるアスカーラの 1 年（3 階 情報交流ひろば） 

◆壁新聞「ほっぷ」の 1 年（3 階 アスカーラギャラリー） 

◆新聞切抜き掲示物「窓」の 1 年（1 階 ギャラリーモール） 

 

平成27年 4 月 1日より、まどかぴあ主催のイベント・講座にご利用いただける託児サービスの内容が 
一部変更となります。今までよりも、さらに多くの方に利用していただけるように改定しました。 
これからもより良い託児サービスに努めますので、ご理解とご協力をお願いします。 

☆託児料☆ 

改定前：1 人１回６００円 

 

改定後：１人１回３００円 

 

☆対象年齢☆ 

改定前：満１歳から就学前まで 

 

改定後：１０か月～就学前まで

 料金の変更等に伴い、おやつは廃止いたします。詳しくは男女平等推進センターまでどうぞ。 

「みんな、あつまれ！」 

アスカーラ 
まつり 

のお知らせ 
 

４月４日（土） 
10:00～16:00 

今年も、アスカーラに春がやってきました！ 
子どもたちの笑顔といろいろな世代の声が行き交う、まどかぴあ 3階アスカーラで 
楽しい 1日を過ごしませんか。ご家族やお友達と一緒におでかけください。 
 

10:00～16:00  

市民団体によるバザー（1 階 ギャラリーモール）  

※商品がなくなり次第終了 

11:00～15:00  

大野城子ども劇場子ども市（3 階 302・303 会議室） 

11:00～12:00  

お菓子のつかみ取り（3 階 情報交流ひろば） 

※未就学児が対象。なくなり次第終了                                

わくわく工作体験（3 階 情報交流ひろば） 

「大野ジョーと自分」ｶﾚﾝﾀﾞｰを作ろう！（3 階 ｱｸﾃｨﾌﾞﾙｰﾑ） 
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大きくなったら、何になる?……小学六年生時の

夢は作家だった。警察官の妻として少なからぬ制約

があった母は、家計の足しにと内職に精を出してい

た。子育てには手を抜かず、在宅のハウスキーパー

に拘った（こだわった）姿勢に将来を思い描くポイ

ントを見たのだろう。それにつけても、内職の効率

の悪さは子ども心にも痛々しかった。部屋を汚さな

いで、肩も凝らずに収入がある！ 児童書を読む程

度で、身近に誰一人としていない職業にどうして思

い至ったものやら。 

それから約半世紀後の大寒の夜、乙女の憧れを具

現化した林真理子さんが大野城に舞い降りた。しか

も、演題は

「私の仕

事から」と

いう。チャ

ンス！と

心をとき

めかした 

                筆者以上に

著名な作家のメッセージを拝聴しようと熱心なフ

ァンが参集した。開場時点でまどかぴあ大ホールの

前に長蛇の列がうねうねと続いて、反響の大きさに

思わずたじたじ……。 

女流作家のイメージとしては、昨年上半期にお茶

の間を賑わせた連続テレビ小説「花子とアン」を思

い起こして欲しい。

筑豊の旧伊藤伝右

衛門邸を観光スポ

ットとして定着さ

せた白蓮の華やか

さや、花子のライバ

ル・宇田川満代の高圧的で誰に対しても上から目線

の態度が刷り込まれた。が、壇上の林さんは女学生

のような地味ないでたちで、隣の友人に語りかける

ような口調に好感度マックス！ 文壇の先輩たち

から可愛がら

れる所以だろ

う。20 年前に

婦人公論で連

載した「白蓮れ

んれん」の取材

でも、ご遺族か

ら思わぬ信頼

を受けた由。ま

た、年明け早々

に訃報が駆け巡った大作家・宮尾登美子さんとも親

交が深く、あちこちの記事で追悼の辞が掲載された。

春から宮尾さんの伝記の連載が予定されていて、

「何でも話すわ」と好意的に臨まれていたそうだ。

追悼番組で、自身も大ファンだった宮尾文学につい

てコメントしている。「そんなに簡単に家や子ども

を捨てられる訳はない」と思っている読者は、日本

人女性のりりしさに共感を持ったのだと。 

高校生の娘にお弁当を作る普通のお母さんでい

ながら、とにかく忙しい毎日のよう。例えば作家の

檜舞台である新聞連載について言えば、10 回ストッ

クで穴が空けられない。夫からきつい指摘が度々あ

っても、交流を外せないのはネタ探しでもあろう。

印税は、大

雑把に言

って 1000

円の本が

売れたら

100 円。出

版業界が

不況にあ

る中、年収 

200～300 万円の作家も多いと聞く。昔から「働か

ざるもの食うべからず」を心底に抱いて誰もが職業

選択してきたが、どんな道もやおいかん！  

最後に、朝日新聞連載中の「マイ・ストーリー」

や 3年前に放映されたドラマ「下流の宴」をアピー

ルするしたたかな営業姿勢も垣間見た。人柄は大寒

を払拭して、ほっこりの夜だった。        

（情報サポーター：山口 郁子） 

あなたと私のハートフルステージ 

「林真理子講演会 ～私の仕事から～」 
 
日にち：1月 20日（火） 

講 師：林 真理子さん 

（ベストセラー作家・直木賞選考委員、他） 

最上段まで会場を埋め尽くす多世代の

人々に改めてファン層の広さを想う 

並んでいても、上気した顔、顔… 



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＞ 

３月 5・19・26 日（木）、24 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 日 「男女共同参画」小中学生図画ポスタ標語展（～10） 

2 月  

3 火  

4 水 休館日 

5 木 ヘルシーエクササイズ（後期）⑨ 

6 金 ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

7 土 
ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

第 19回大野城男女共生フォーラム 

8 日  
9 月 託児サポーター定例会 

10 火 啓発サポーター定例会 

11 水  

12 木  

13 金 ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

14 土 

ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ麻雀 DE脳トレにチャレンジ! 

わくわくカフェ 

「私たちのワクワクが明日をつくる」閉講式 

15 日  

16 月 大野城男女共生講座実行委員会説明会 

17 火 情報サポーター編集会議 

18 水 休館日 

19 木 
ヘルシーエクササイズ（後期）⑩ 

男女平等推進ｾﾝﾀｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会説明会 

20 金 ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

21 土 ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

22 日  

23 月  

24 火 市民グループ活動支援事業説明会 

25 水 
男女平等推進センターサポーター説明会 

事業サポーター定例会 

26 木 
ヘルシーエクササイズ（後期）⑪ 

企業のための男女共同参画事業 

27 金 ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

28 土 ﾊﾟﾊﾟ･ﾏﾏのための読書タイム 

29 日  

30 月  

31 火  

*ひとりごと* 「行ってきます」機嫌よくデイケアの

送迎車に乗り込む母に手を振る。まるで幼稚園バスを

見送る母親のような気持ちになる。いつからだろう、

父母の老いを穏やかに見守られるようになったの

は・・・。人は自分の老いを容易に受け入れられない。

低下する身体の機能に、こんな事もできなくなったの

か、そんな事も解らなくなったのかと不甲斐なく思

う。そして、想像に易い先の状態に不安を感じ怯える。

過剰な病院通いや、健康関連の情報に振り回され「じ

たばた」とのた打ち回る父母の姿が、未練がましく情

けなく苛立つ時期もあった。だが最近は、老いていく

というのはこういう事だと、身をもって教えてくれて

いるように思えてきた。春がまた巡ってくる。あと何

度一緒に桜の花を見る事ができるだろう。そう思うと

切ない。私は今年還暦を迎え、赤ちゃんに戻る。戻っ

た私にはまだ両親がいてくれる。この想いをしっかり

受け止めて齢を重ねていこう。お父さんお母さんの子

どもで幸せです。   （情報サポーター ちびまま） 
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