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あなたの秋はどんな色？自分色の秋を見つけに男女平等推進センターの講座に参加してみませんか？ 

いろいろな講座を取り揃えて皆さんのご来館をお待ちしています。 

                       

 

 

日日日日        時時時時    講座講座講座講座・イベント・イベント・イベント・イベント    会場会場会場会場・・・・講師講師講師講師・・・・料金料金料金料金    

9 月 2 日・16 日 

毎月第 1・3 金曜日 

10：00～11：30 

親子親子親子親子のためのブックタイムのためのブックタイムのためのブックタイムのためのブックタイム    

まどかぴあ図書館で、育自のためにゆっくりと読書の

時間を持ちませんか？ 

※申込みは、各回 1 週間前 

 

 

④9 月 3 日（土） 

⑤10 月 1 日（土） 

⑥10 月 29 日（土）     

 

10：00～12：00 

    

あなたとわたしのためのあなたとわたしのためのあなたとわたしのためのあなたとわたしのための元気塾元気塾元気塾元気塾    （（（（全全全全 6666 回回回回））））    

  第第第第 4444 回回回回「「「「家庭家庭家庭家庭・・・・地域地域地域地域・・・・職場職場職場職場でででで活活活活かせるかせるかせるかせる    

““““なかよしなかよしなかよしなかよし””””なななな人間関係人間関係人間関係人間関係のののの作作作作りりりり方方方方」」」」    

性別・年齢に関係なく、伸びやかに意欲に応じて活 

躍できる社会づくりに向けて学び考える講座です。 

元気になれる講座です。※1 回でも申込みできます 

 

④10 月 6 日（木） 

⑤11 月 10 日（木） 

 

10：00～12：00 

    

大野城市男女共生講座大野城市男女共生講座大野城市男女共生講座大野城市男女共生講座    （（（（全全全全 5555 回回回回））））        
第第第第 4444 回回回回「「「「能能能能にににに親親親親しむしむしむしむ」」」」    

男女が共に学び、性別・年齢を超えて活動するため

に、多彩なテーマの講座を企画しました。皆さんの

好奇心を満足させます！※1回でも申込みできます 

 

10 月 13 日（木） 

～2 月 23 日（木） 

   

10：00～12：00 

    

子育子育子育子育てててて中中中中のののの女性女性女性女性のためののためののためののための    

「「「「コミュニケコミュニケコミュニケコミュニケ――――ションとわたしションとわたしションとわたしションとわたし」」」」    講座講座講座講座（（（（全全全全 10101010 回回回回））））    

がまんでも攻撃でもなく、私も相手も大切にした気持

ちのつながる人間関係をつくっていくにはどうすれば

よいかを、体験を交えながら身につけていきます。 

※申込受付中 

 

会  場：会議室 2 

講  師：福永昭子さん 

（臨床心理士） 

  受講料：3,000 円 

11 月 12 日（土） 

 

第 1 部  

<講演会>10：00～11：00 

<対 談>11：00～12：00 

第 2 部   パパ交流会 

13：00～14：30 

    

男男男男たちのためのワーク・ライフ・バランスたちのためのワーク・ライフ・バランスたちのためのワーク・ライフ・バランスたちのためのワーク・ライフ・バランス    
 みんなで仕事と家族のこと、子どものこと、地域の

ことについて考えてみませんか? 

子育て真っ最中のパパやママはもち 

ろん、おじいちゃん・おばあちゃん、 

近所のおじさん・おばさんも、 

お誘い合わせのうえご参加ください。  

 

※10/3 より受付開始 

 

★★★★講座講座講座講座、、、、イベントイベントイベントイベント等等等等のおのおのおのお申申申申しししし込込込込み・おみ・おみ・おみ・お問問問問いいいい合合合合わせはわせはわせはわせは⇒⇒⇒⇒男女平等推進男女平等推進男女平等推進男女平等推進センターへセンターへセンターへセンターへ    
〒816-0934 大野城市曙町２丁目３番１号           左のマークのある講座・公演は託児 

ＴＥＬ（０９２）５８６－４０３０             が利用できます。開催日の 1 週間前 

ＦＡＸ（０９２）５８６－４０３１                        までにお申し込みください 

開館日時／月曜日～金曜日  9 時～19 時                  ・1人 1回 600 円 

        第 2・4土曜日  9 時～17 時                  ・満 1歳～小学校就学前まで 

閉 館 日／第 1・3水曜日、第 1・3・5 土曜日  

日曜日・祝日、年末年始            ホームページ http://www.madokapia.or.jp/ 

満1歳から就学前のお子さんをプ

レイルームでお預かりします 

託児料 600 円（1 人/1 回） 

会 場：大会議室 

④長阿彌 幹生さん 
(教育文化研究所 代表) 

⑤原岡 薫さん（久留米大学教授） 

⑥林田 スマ（まどかぴあ館長） 

受講料： 無料 

会 場：多目的ホール 
 

<第 1 部講師>   
瀬地山 角さん（東京大学教授） 
田畑 竜夫さん（RKB 毎日放送アナウンサー） 

<第 2 部ゲスト> 
宮原 礼智さん（ファザーリング・ジャパン九州） 

前園 敦子さん（エルマー代表） 

受講料：無料 

会 場：多目的ホール 

④白坂 保行さん（能楽師） 

久貫 弘能さん（能楽師） 

⑤脇山順子さん（元長崎県男女共同参画

審議会会長） 
受講料：無料 



 

 

 

 

 子どもたちの賑やかな声と笑顔の中、交流会は始ま

りました。この会は現在託児を利用している親子やこ

れから託児を利用してまどかぴあのイベント・講座に

参加してみたい親子が託児サポーター“ママ・ポケッ

ト”と年に一度交流を深めるふれあいの場。今回は 31

組の参加です。 

到着早々から伸びやかな動きを見せる子どもたち

を目で追うとお魚の形をした可愛い名札がその胸や

背中で揺れ、会場はさながら小さな海の楽園のよう。

交流会はおよそ 10 分刻みで組まれたプログラムに沿

って進行。まずは「手あそび・歌あそび」。音楽に合

わせて、首をかしげ腰をひねり、時には小さな手を前

に出して、ウォームアップ完了。 

 

 

 

 

 

 

 

「読み聞かせ」が始まると、最前列で体育座りをして

くいいるように聴き入る子どもや、お母さんの膝の中

に気持ちよくおさまり夢心地の表情を見せる子ども。

動き足りないとばかりに走り回る子どももいました。

そしてサポーターの準備の良さがひときわ映えたの

が「アンパンマンの風鈴作り」。子どもが無理なく楽

しくお母さんと一緒に作れるような配慮はさすがで

す。風鈴の音が響くたびに、この日の事を思い出して

くれるかな～♪ 

 

 

 

 

 

 

 

お待ちかねのおやつタイムでは参加者とサポーター

の会話も弾み、大きな交流の輪ができていました。 

最後はみんなで輪になってのリズム体操。ここでも子

どもたちは個性を惜しみなく発揮し、満足げな表情を    

見せていました。そ

して、そんな子ども

たちに温かい視線

をそそぐお母さん

たちも晴れやかな

笑顔でした。お父さ

んとともに 2人の子 

どもと参加していたお母さんは、まどかぴあ来館の際

は必ず、子どもが参加できるイベントはないかと気に

かけているそうです。また、既に託児を利用して講座

に参加しているお母さんは「いつも助かっているんで

すよ。」とにこやかに話していました。 

 子どもは限りなく愛おしい。でも子育ては楽しい時

ばかりではありません。だからこそ子育てに悩むとき、

抱えている困難は誰もが直面する課題なのだと気付

かせてくれる、ほっと一息つける時間が欠かせないの

です。「子どもたちと一緒にいるとワクワクする。で

も、託児サポーターを続けているのはお母さんたちを

手助けしたい気持ちが強 

いから。」と心情を話して 

くれたサポーター。 

この言葉はきっと多くの 

サポーターの気持ちを代 

弁しているのではないでしょうか。初めて見学・取材

した私に、記念にとアンパンマンの風鈴をそっと手渡

してくれたサポーターも。こんな親切に触れると力が

湧きます。心優しい託児サポーターは全員、小児救急

法を含む養成講座を受講後に登録し、現在 50 名でま

どかぴあの託児を担っています。 

 ご存じのとおり、まどかぴあでは常時、魅力的な講

座やイベントが開催されています。小さな子どもさん

をお持ちの皆さん、託児を利用していろいろな催しに

参加してみませんか？毎日の暮らしがより楽しくな

る、そんなヒントに出会えるかもしれませんよ。 

（情報サポーター S・N） 

 

 

 

 

 

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 
日 にち：7 月 27 日（水） 

み
ん
な
上
手
に
で
き
ま
し
た
♪

アンパンマン風鈴の 

出来上がり！ 

＜託児サポーター“ママ・ポケット”＞ 

「託児サポーター養成講座」を受講修了し、まどか

ぴあ主催の講座やイベントで、満 1歳から小学校就

学前までのお子さんの託児を行っています。詳しく

は、男女平等推進センターにお尋ねください。 



 
    

    

    

    

    

    

今回の講師の中田慶子さんは、ＤＶ（ドメスティッ

ク・バイオレンス）防止活動のために日本中を意欲的

に飛び回っていらっしゃいます。長崎在住で、前日は

名古屋で講演し、この元気塾のために早朝から大野城

へ。まさに元気じゃなければできない、元気塾の講師

としてはぴったりな方です。 

 

 

 ＤⅤは夫婦間や内縁関係にある人の家庭内暴力のこ

とを指しますが、結婚していない若い男女間でも親密

な関係になると大人のＤＶと同様なことが行われ、こ

れをデートＤＶといいます。統計によると、約 7人～

5人に 1人の女性が被害にあっており、より若年層の

交際はよりなりやすいとのことです。現状としては、

自分たちの付き合い方がそれとは気付かずに続けてい

る若い人たちが多いとの事。そこで中田さんは、本格

的なＤⅤに発展するのを防止するために予防教育に力

を入れ、中・高・大学生にデートＤＶに関する講演や

授業を行って若い人たちの意識改革を行っています。

その数述べ６万５千人にものぼるそうです。今回の講

座は受講者参加型で、講師が無作為に選んだ６人が、    

台本を渡され、若いカッ

プルの会話を 2場面と交

際に悩みを持つ女性とそ

の友達の会話 1場面の寸

劇を行いました。最初は

ＤＶを助長するパターン 

（相手を責める YOU メッセージ ）で行い、次に回

避出来るパターン（自分の気持ちをことばにするⅠメ

ッセージ）が実演されました。2 つのパターンを見る

ことで、演じた本人を始め、受講者が解りやすく考え

る事が出来るようになっていました。ＤⅤをなくすに

は、「ＤⅤ神話」といわれる、社会に蔓延する７つの間

違った思い込み（資料①）をなくすことが必要不可欠

です。なぜＤＶがあっても別れられないのか。「束縛さ

れていることが愛情だ」「優しい時もある」「自

分だけが相手を理解できる」などの間違った思

い込みがその原因だと言えます。具体的にどん

なことがＤＶにつながっていくのか、わかりや

すく説明されました。（下図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図の一番下の元気が出ない・楽しくない・人に自

慢できる関係でないというところで、すでにＤＶ関

係が始まっており、ここで踏みとどまってほしいと

事でした。ＤＶに限らず、暴力はなぜ起きるのでし

ょうか。暴力は感情ではなく、考え方によって起き

ます。暴力を容認する社会や男女の役割に固執した

環境や情報を変えないと決して暴力はなくなりま

せん。さらに重要なことは、ＤＶが起きている家庭

環境は、子どもにも深刻な悪い影響を及ぼします。

そういう環境での子どもの養育は、虐待（心理的虐

待）にあたります。もし、身近に被害を受けている

人がいたら、責めたり、批判したりせずに話を聞き

相談先の情報を伝えましょう。それが、この講座を

受講した私たちにできるＤＶ防止の第一歩だと思

います。 

くしくも、講座が開催された８月６日は広島に原

爆が投下され、多くの尊い命が失われ、日本中で平

和を願い祈る日でした。「男女共同参画は、平和を

つくる礎です。」と言われた中田さんの言葉は受講

生の心に深く刻まれたことでしょう。    

（情報サポーター Ｋ．Ｍ） 

    

*報告* あなたとわたしのための元気塾 

＜第 3回講座＞ 

デートＤＶ対等な男女の関係を考える 

日 にち：8 月 6 日（土） 

講 師：中田 慶子さん 

（ＮＰＯ法人ＤＶ防止ながざき 代表） 

ＤＶ関係

ＤＶ的関係

（伊田広行「恋愛とＤＶ」のイメージ図より）

殺人、傷害、暴行
身体暴力
精神的、性的、経済的
に重大な被害

恐怖感がある
命令がある
嫉妬、監視、束縛
ＮＯと言えない

自己決定が少ない
話を聞いてくれない
顔色を伺う関係
軽い嫉妬

元気が出ない
楽しくない
人に自慢できる
関係でない

どこまでがＤＶ？

高

被被被被
害害害害
のののの
レレレレ
ベベベベ
ルルルル

低

＜ＤＶ＜ＤＶ＜ＤＶ＜ＤＶ神話神話神話神話＞＞＞＞（資料①） 

１ 私の周りにはいないので関係ない 

２ ストレスや飲酒が暴力の原因だと思う 

３ 恋人間にトラブルはつきもの、我慢も大事 

４ ＤＶされる女性の側にも悪いところがある、女性側

の努力で暴力は減らせると思う 

５ 暴力がいやなら逃げるはずだと思う 

６ 暴力があっても、謝ったら許して 

あげるのが大事 

７ 小さい子どもには、ＤＶの影響はない 

穏
や
か
な
口
調
の
中
田
さ
ん 



相談相談相談相談のごのごのごのご予約予約予約予約・お・お・お・お問合問合問合問合せは・・・せは・・・せは・・・せは・・・    

����０９２０９２０９２０９２－－－－５８６５８６５８６５８６－－－－４０３５４０３５４０３５４０３５へへへへ 

◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆    男女雇用機会均等法施行男女雇用機会均等法施行男女雇用機会均等法施行男女雇用機会均等法施行からからからから 25252525 年年年年をををを迎迎迎迎えてえてえてえて    ◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆

男女雇用機会均等法は昭和 61 年 4 月の施行から、25

年が経過しました。この四半世紀の間、少子高齢化の進

行や経済のグローバル化等労働者を取り巻く状況は大き

く変化してきましたが、均等法も数回にわたる法改正を

経てその内容が充実・強化されてきました。均等法が施

行された昭和 61年以降の働く女性の変化をみると、平成

22年の女性の労働力人口は 2,768万人となっており、法

施行時と比べ 373万人増加しています。平均年齢、平均

勤続年数とも法施行時と比べ、伸張しています。一方で、 

管理職に占める女性の割合も課長級以上で 6.2％と法施

行時に比べかなり上昇していますが、まだ低い水準とな

っています。また、男女間の賃金格差も縮小しています

が諸外国と比較すると格差は依然として大きい状況です。

いまだ、実質的な機会均等が確保されたと言い難い状況

の中、男女間格差の「見える化」を進め、社会全体の意

識改革を通じ、労働者が性別により差別されず、その能

力を発揮しながら充実した職業生活が送られるように環

境整備を進めていくことが望まれます。  

       

 

 

 ☆☆☆☆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。 

■総合相談総合相談総合相談総合相談・・・・・・・・・・・・月月月月曜曜曜曜～～～～金曜金曜金曜金曜    9999 時時時時～～～～17171717 時時時時    

※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。 

■臨床心理士臨床心理士臨床心理士臨床心理士によるによるによるによる相談相談相談相談・・・・・・・・・・・・火曜火曜火曜火曜・・・・木曜木曜木曜木曜    月月月月 4444 回回回回 

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。 

＜＜＜＜今月今月今月今月のののの相談日程相談日程相談日程相談日程＞＞＞＞    

9999 月月月月 1111 日日日日・・・・8888 日日日日・・・・22222222 日日日日（（（（木木木木））））、、、、13131313 日日日日（（（（火火火火））））    

■■■■法律相法律相法律相法律相談談談談・・・・・・・・・・・・毎月第毎月第毎月第毎月第 1111～～～～4444 木曜日木曜日木曜日木曜日 13131313 時時時時～～～～16161616 時時時時    

    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。 

■おしごとおしごとおしごとおしごと相相相相談談談談・・・毎月第毎月第毎月第毎月第 2222 水曜日水曜日水曜日水曜日 10101010 時時時時～～～～12121212 時時時時 

    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 木 ﾍﾙｼｰｴｸｻｻｲｽﾞ⑨ ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 2級⑪ 

2 金 親子のためのブックタイム①    

3 土 
ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ閉館日閉館日閉館日閉館日 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 2 級⑫ 

あなたとわたしのための元気塾④ 

4 日 ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ閉館日閉館日閉館日閉館日    

5 月  

6 火 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 2級⑬    

7 水 休館日休館日休館日休館日    

8 木 ﾍﾙｼｰｴｸｻｻｲｽﾞ⑩ ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 2級⑭ 

9 金     

10 土  

11 日 ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ閉館日閉館日閉館日閉館日    

12 月 託児サポーター定例会 

13 火 
ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 2級⑮  

啓発サポーター定例会 

14 水 大野城市男女共生講座（館外研修）① 

15 木 ﾍﾙｼｰｴｸｻｻｲｽﾞ⑪ ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 2級⑯ 

16 金 
親子のためのブックタイム② 

情報サポーター編集会議 

17 土 ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ閉館日閉館日閉館日閉館日    ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 2 級⑰ 

18 日 ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ閉館日閉館日閉館日閉館日    

19 月 ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ閉館日閉館日閉館日閉館日 

20 火 
ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 2級⑱ 

大野城市男女共生講座（館外研修）②    

21 水 休館日休館日休館日休館日         

22 木 ﾍﾙｼｰｴｸｻｻｲｽﾞ⑫ ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 2級⑲ 

23 金 ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ閉館日閉館日閉館日閉館日 

24 土 事業サポーター定例会 

25 日 ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ閉館日閉館日閉館日閉館日    

26 月 福祉住環境 2 級① 

27 火 ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 2級⑳ 

28 水 ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ閉館日閉館日閉館日閉館日 

29 木 
ﾍﾙｼｰｴｸｻｻｲｽﾞ⑬ ｽｷﾙｱｯﾌﾟ簿記 2級 

福祉住環境 2 級②    

30 金  

****あとがきあとがきあとがきあとがき**** 我が家の昼食は完全セルフサービスで
ある。昼近くなると自分の部屋から這いだして台所に
立つ。これは定年後三年位経った頃から。妻との暗黙
の了解のうちに、昼メシは各々が用意することとなっ
てしまった。これは妻の体の良い家事軽減だと、私は
勝手に解釈している。最初妻は、「食器類は家族全員の
分を洗え」とのたまわった。年中暇だからと…。洗う
食器類が減るのは、妻にとっては最大の収穫だと思う。
しかし、私にだって私なりの言い分はある。だからそ
れに従う気は、さらさら無かった。だが、しかし…。
作り始めた頃は、インスタント麵にお湯を注ぐだけだ
った。何回か作るうちに、味に飽きてきた。次に考え
たのが付加価値を付ける事である。沸とうしたお湯に
生麵を入れる前にモヤシや赤味の牛肉を入れ、「普通の
料理」の真似事をして、トッピングに凝ったりした。
私の作業の様子を妻は時々、チラットと見ていく。し
たり顔で、「昼メシ自立は成功だ」と言わんばかりに。
妻の家事軽減作戦に「はまった」感もあるが、 
日ごと料理にいそしむ今日この頃である。 
(情報サポーター Ｋ．Ｋ)  

「「「「すてっぷすてっぷすてっぷすてっぷ」」」」のバックナンバーがのバックナンバーがのバックナンバーがのバックナンバーがＨＰＨＰＨＰＨＰでごでごでごでご覧覧覧覧いただけいただけいただけいただけますますますます。。。。    

（（（（☎☎☎☎555588886666----4034034034030000 男女平等推進男女平等推進男女平等推進男女平等推進センタセンタセンタセンタ

９月の男女平等推進センター 


