
大野城まどかぴあ男女平等推進センター アスカーラ 

2015．6．1発行  第 195号 

                                

 

 

 

 

 

   

 

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「アスカーラまつり」 「再就職チャレンジ応援事業」 

・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？「34.3％」 

・男女共同参画週間 27年度標語決定 

 ・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 
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 平成 25 年 4 月 6 日（土）にアスカーラとしてリニ

ューアルオープンした男女平等推進センター。今年で

3 年目を迎えました。リニューアルの目玉、キッズル

ームには毎日かわいい子どもたちの笑顔がいっぱい

あふれています。情報交流ひろばには、毎回テーマを

決めて、「男女共同参画」の視点で来館者の方に問い

かける新聞切抜き掲示物「窓」の掲示がすっかりおな

じみになりました。また、まどかぴあだけではなく、

近隣の男女共同参画拠点施設等のチラシやリーフレ

ットの情報がいっぱいです。でーんと存在感のある大

野城市をかたどった大きなテーブルには、老若男女の

交流の輪が広がっています。来館者には『アスカーラ

＝男女平等推進センター』がすっかりおなじみになっ

たことと思います。 

 

 

■ラッキーおみくじやさん■ 

大野城子ども劇場の会員のこどもたちによる「子ど

も市」も開催。13 もの色々な市が立ちました。まどか

ぴあの林田館長もさっそくその中の一つ「ラッキーお

みくじやさん」に立ち寄りました。大人用おみくじに

挑戦、ラッキーストーンをゲット！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■もぐらたたき■ 

大きいお兄ちゃん

たちが「にんげんモグ

ラ」になり、ゲームを

する小さなお友達に

あわせて動きの速さ

を調節していました。

モグラを叩いた時のお友達の笑顔がかわいい(*^_^*) 

 

■カップケーキ屋さん■ 

 朝からみんなで作った手

作りカップケーキはイチゴ、

抹茶、チョコ味。 

55個が 12時前に売り切れま

した。おいしそうでしたよ。 

 

 

男女平等推進センター託児サポーター “ママ･ポケ

ット”のメンバーによる、牛乳パックを使った親子で

手作りおも

ちゃコーナ

ーです ｡ 60

人分の牛乳

パックを用

意して、スタ

ンバイ！ 

一番人気は

ジバニャン、小さい子にはうさぎが人気でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

今年のアスカーラまつりも子どもからシニアまで、

多くの方で賑わいました。まどかぴあ 3 階の男女平等

推進センターは、終日たくさんの笑い声に包まれまし

た。           （情報サポーター 森） 

男女平等推進センター アスカーラ 

アスカーラまつり 
 
日にち：4 月 4 日（土） 10：00～16：00 

アスカーラまつり 
日にち：4 月 4 日（土） 

パワー 

ストーンの

ご利益は？ 

一階ギャラリー 
モールではバザーが 
開かれました  

大人も子どもも、ジョ
ー君とパチリ！ 
世界にひとつだけのカ
レンダーを作りました 
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 雨、雨ふれふれ母さんが～♪来てほしいなーと思って待っていると傘を持って…。さし 

  ずめ今はケータイのメールで待ち合わせ？でも「待つ」楽しみも素敵なものですよね(^^) 

さて、今年も男女共生講座の季節がやってきました。みなさーん、準備はいいですか！ 

                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

日 時・会 場 内  容 講   師とテーマ 

 

 

092（586）4032 

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 300円 

・10か月～ 

小学校就学前まで 

 

http://www.madokapia.or.jp/
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キッズルームで 
★こんにちは★ 

今月の元気キッズ！ 

 

 

 

おうすけくんは、2 歳になったばかり。ア

ンパンマンと電車が大好き！パパやママ

より、甘―いおじいちゃんが『だぁ～いす

き』な、ぷっくりほっぺの      元気な

子です。またきてね。 

男の子です。  

 

☀今月のお楽しみ情報☀ 

6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 
 
6月 15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。 
子どもさんとゆっくり遊ぶ時間を楽し
んでください。 
 

※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。 

 
 
 
ママ・ポケットの見守りの日です。 
 
 
 
“ママ・ポケット”の見守りがあります。 
 

  担当：ハンドインハンド 
     
○４月２４日（水）１０：３０～ 
  担当：大野城子ども劇場 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

ご
存
知 

で
す
か
? 

34.3
％    

 政府は 4 月 28 日、2015 年度に

採用した国家公務員のうち『キャ

リア』と呼ばれる幹部候補の総合

職に占める女性の割合が 34.3％に

なったと発表した。前年度から

10.4ポイント上昇した。内閣府に

よると 3 割を超えたのは戦後初。   

安倍内閣は、20年度までに指導

的地位に占める女性の割合を 30％

にする目標を掲げており、各省庁

が女性の採用に重点を置いた。一

般職と専門職を合わせた全体では

女性が 31.5％を占めた。政府は 10

年に定めた男女共同参画基本計画

で 15年までに女性の採用比率を 3

割に高める目標を掲げ、これを達

成した形だ。発表によると採用 

                     

 

 

 

 

 

 

 

した総合職 662人のうち 227人が

女性。府省庁別では、法務省が

60.0％で最も高く、消費者庁、環

境省、内閣府、文部科学省、会計

検査院で女性の採用が 4割を超え

た。もっとも女性の比率が低かっ

たのが防衛省の 14.8％。政府は

16年度も女性の採用比率 3割以上

を目標として掲げる。28日の閣僚

懇談会で有村治子女性活用相は、

20年までに女性の管理職を 3割以

上に高める目標の達成に向け、新

人教育に力を入れるよう各閣僚

に要請。記者会見では「各府省庁

にはワーク・ライフ・バランスを

実現できる働き方改革に取り組

んでもらいたい」と語った。 

 

 

＜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 

※参考：2015/4/28 日本経済新聞 
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例年新緑の時期に始まる再就職支援のこの講座、

実は 2008 年に体験した。定年にはまだ間のある 

年齢だったが、単語帳

で IT 用語と格闘した

日々を苦々しく思い

出す。2001 年に前住

地で日商簿記 3 級に

チャレンジした折に

は賞状風の紙の合格

証書だったが、日商

PC検定試験（文書作 

成）3級合格証はプラ 

スチックのカードに 

なっていて感動を覚 

えたものである。大野

城で始まった就活は、リーマンショックで買い手市

場が続くうちに年齢を重ねて、終には矛を納めた。

再就職は叶わなかったが、竹中先生の教えは情報サ

ポーターのボランティアで活用中である。 

経験者ならではの視点で、開講式とオリエンテー

ションを含む初回を取材した。講座内で習得し受験

する検定が、ワード 

からエクセルに移行 

していた。サブタイ 

トルの「本気でパソ 

コン！本気で就職！」 

への布石であろう。 

アスカーラがニーズ 

を精査した結果とみ 

た。講座風景では講師の説明を難なく理解している

ように見受けたが、どんなにこなせても履歴書に書

き入れる資格がないと就活には不利である。受講者

の望みがここにある。また、この講座に限って託児

料が無料となる点は特記しておきたい。将来を見据

えてアクションを起こすママたちにとって、痒いと

ころに手の届くサービスである。インタビューに応

じて貰った受講者は、子どもが託児受け入れの 10

ヶ月になるまで家族の応援を受けて出席するが、託

児利用を心待ちにしているとのことだった。いつか

は直面する親離れ・子離れのステップとして、初め

ての母子分離の時間をいい機会と捉えていた。また、

学齢期の子どもを持つ受講生は、自分の勉強する時

間が持ててワクワクしていると話していた。20名の

定員に 32 名の応募があったと聞く。子育て後の再

就職を取り巻く環境は、厳然たる需要を膨らませ 

ている。 

ウィンドウズ 2010 ワードをざっと習得して、エ

クセルへと進めること 19 回。検定日に 3 日間を配

置し、希望日に受験できるシステム。最終章の再就

職準備講座では、初回に株式会社キャリア研究所の

園田さんから就活のアドバイス、第 2回には福岡県

労働者支援事務所の就職アドバイザーから履歴書

の書き方・面接等の具体策指導がある。2 ヶ月間の

苦戦に身を投じた女性たちも本気なら、飛び立たせ

る主催者も本気。合格者多数は想定内！ 就職オン

パレードに繋がるテコ入れに、惜しみなく拍手喝采。 

（情報サポーター  山口 郁子） 

   

本気でパソコン！本気で就職！ 

再就職チャレンジ講座（第 1回） 

日にち：4月 27 日（月） 

＜内容＞ 

期  間：4 月 27日（月）～7 月 2 日(木) 全 24 回 

時  間：9：30～12：00（講座開始前 30 分 は自習時間） 

内  容：パソコン講座 19 回＋検定試験 3回 

再就職準備講座 2 回 

対  象：結婚・育児などの理由で退職し、再就職

をめざす女性 

受講料：11,000円（検定料別途） 

長年、講師をお願いして

いる竹中先生。優しい語

り口と丁寧な教え方には

定評あり！ 

2か月間、よろしく(*^_^*) 

まずは自己紹介から。 

今後の再就職応援講座は？「会計王１６」 

 中小企業向けの財務会計ソフト（会計王）の

講習会。簿記の知識がない方でも受講 OK！ 

＜期 間＞8／3（月）・8／4（火）・8／6（木） 

＜受講料＞1,000円 

※詳細は、アテナ 7 月号及び大野城まどかぴあ

館内チラシをご覧ください 
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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  ☆ 

 

 

日 曜 予      定 

*ひとりごと* 6 月 1 日は、冬服から夏服への衣替え

の日。▼英語の 6 月 June はローマ神話のジュピターの

妻ジュノー。結婚の守護神で、6 月に結婚した花嫁は幸

せになれるといわれる。▼昨年の初冬、明るい光に包ま

れた三兼池（上大利）は物静かで、対岸の紅葉や黄葉が

色鮮やかに水面に映し出されていた。池の周りは木板の

回廊作りで雰囲気を盛り上げている。60前後のご夫婦で

あろうか、女性は車いすに夫は遠慮がちに寄り添い、人

の通りを避けている。微笑ましく思いながら過ぎた。や

がて微かなハーモニカの音が聞こえてきた。不自由な妻

のために吹く慰めの一曲であろう。こんな赤裸々な愛の

表現に戸惑いながらも、この爽やかさは刻を忘れて私の

心深く沁みこんだ。▼やがて入梅、雨も似合う三兼池だ

が、あのご夫婦はどうして居るだろうか。庭のアジサイ

を眺めながらハーモニカをいやピアノかも。またはご自

慢のソプラノか。想像するだけで雨もまた楽し。紫陽花

（あじさい）の花言葉は、辛抱強い愛情。 

    （情報サポーター 原田 久） 

 

 

（情報サポーター スピカ） 

                   

 

＜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/ 

 

６月の男女平等推進センター 

 

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