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▼ＣＯＮＴＥＮＴＳ▼ 

・事業レポート「情報サポーター養成講座 アスカーラ専属記者をめざせ！」 

「全ての子どもや女性に対する暴力という名の支配について考える講座」 

・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 

・ご存知ですか？ 「働くママ」に賛成する人の割合 

・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 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。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歩ず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。 

（詳しくは、4 ページに掲載） 



■2  男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ 1月号  

情報サポーター養成講座 

「アスカーラ専属記者をめざせ！」 第１回 
テーマ：「まわしよみ新聞を作ろう！」 

日にち：11月 1日（火） 

講 師：二島 朋美さん （西日本新聞社） 

 

 

 

 

 
 

 

「まわしよみ新聞を

作ろう」と題して、情報

サポーター養成講座が

開かれた。この日は、女

性 15 名に男性 6 名が受

講。この講座は、アスカ

ーラが発行する情報紙「すてっぷ」を編集する情報

サポーターの研修を兼ねた新規サポーター希望者

を募るための養成講座である。 

二島講師より「まわしよみ新聞」を作成する手順

として指示されたことは ①配布された新聞を読む 

②気に入った記事を選ぶ(各人 3 つ) ③グループ毎に

壁新聞を作成(4人グループ)―であった。受講された

皆さんは、配布された新聞を熱心に読み入り、記事

を選ぶのに真剣な目つきで臨んでいた。中には早速、

切り抜きを始める受講者も見受けられた。20分経過

後、グループ内で自分が気に入った新聞記事の選択

理由などをプレゼンし合った。そうこうしている内

にレイアウトが

話し合われ貼り

付けが終わり、紙

面に題字・作成日

付・発行元を記入

して、各グループ

の壁新聞が出来上がった。受講者の30代と思われる

男性は「自分は新聞を取っていないし日頃あまり読

まないが、今日は気にもかけない記事を他の方から

選んでもらって勉強になった。また、自分がこの記

事をなぜ選んだかのプレゼンを考えるのが勉強に

なった。貴重な経験でした」と話していた。違うグ

ループの40代と思われる女性受講者は「年代によっ

て注目することが違い、いろんな世代の男女が集ま

れば視点の違いがわかると思う。勉強になりました」

とも話していた。 

講師が話すには、まわし読み新聞が婚活に用いら

れる事例もあるという。自己紹介しなくても、選ん

だ記事や選んだ理由等を聞くことによって相手の

人柄がわかる場合もあるのだろう。老人会活動には

もってこいのワークショップになるかも…と団塊

世代の筆者は考えた。読んで、考え、人前でも話す

ことでコミュニケーションツールとなりうる。脳の

活性化に役立ち、認知症予防にも最適かもしれない。 

読者の皆さんも、気の合ったお友達同士でまわし

よみ新聞を作成されてはどうだろうか。 

（情報サポーター 倉町 賢一郎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ グループごとに作成した 

「まわしよみ新聞」 
それぞれ違った記事、レイアウト、コメント、 

イラストなど、オリジナリティに溢れている 
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明けましておめでとうございます！ 

新しい１年が始まりましたね。皆様、どんなお正月を過ごされたのでしょうか。 

本年もアスカーラをどうぞよろしくお願いいたします。 

 

                                                  

 

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 
8 月 12日・15日の窓口受付は、9時～17 時とさせていただきます。 

 

こ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 

 

２月はワクワク❤ アスカーラへ行こう！ 
平成２８年度アスカーラ市民グループ活動支援事業を開催します。 

今年も充実の講座内容です！２月はアスカーラで自分磨きをしませんか。お気軽にご参加ください。 

 

 

日時・会場 事業名・講師 料金 主催 

2/4（土） 
10：30～12：00 

301会議室 

家族みんなで家事！楽々セミナー 
～バタバタしない食事の準備・家族みんなでお金の話～ 

福岡友の会会員 
400円 

福岡友の会 
筑紫方面 南ヶ丘最寄 

2/5（日） 
10：00～12：00 

303会議室 

不登校の子どもたちに寄り添う 
～わたしたちにもできること～ 

長阿彌 幹生（教育文化研究所代表） 

学生無料 

大人 

500 円 

きてみん！大野城 

2/18（土） 
10：00～12：00 

303会議室 

こころとからだに傷をつけるデート DV について 
髙木 里美（NPO 法人福岡ジェンダー研究所理事） 

無料 
男女平等社会の実現を 
推進する「チーム F」 

2/18（土） 
13：30～15：30 

303会議室 

くらしの中の憲法を知る その 2（条例） 
横田 耕一（九州大学名誉教授） 

無料 大野城女性の会 

2/19（日） 
10：00～12：00 

301会議室 

ママパパ応援講座 
～子どもが自主的に動きたくなる言葉の掛け方～ 

吉村 伊織（WACS 代表） 
無料 パパママちかっぱ応援団 

2/19（日） 
13：30～15：00 

303会議室 

男女共同参画社会の実現に向けて 
梶原 日出男（保健医療経営大学非常勤講師）、他 

無料 ふくおか県翼の会大野城 

2/23（木） 
13：30～15：30 

303会議室 

コミュニケーションを高め効果的な会議を行う力を学ぶ 
松木 治子（福岡県男女共同参画センター情報支援課職員） 

無料 大野城共生ネットワーク 

2/25（土） 
13：00～15：00 

301会議室 

クオータ制って何? 
～女性の政治参画をすすめるために～ 

大谷 史子（NPO 法人ジェンダー平等福岡市民の会理事） 
無料   女性会議大野城支部 

2/27（月） 
10：00～12：00 

小ホール 

転んでも立ち上がる！骨太な子どものココロの育て方 
太刀山 美樹（㈱ＭＩＫＩ・ファニット代表取締役） 

200円 ままいる 

※詳しい内容は、館内チラシやホームページをご覧ください。 ※全ての講座に託児がご利用いただけます 

http://www.madokapia.or.jp/
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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 
※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！ 

参考：内閣府男女共同参画局 

「平成 28 年度 男女共同参画社会に

関する世論調査」より 

 

は外で働き、妻は家庭を守るべき

だ」という考え方についての賛否を

尋ねる設問で賛成が 40.6％、反対が

54.3％という結果によって明らか

にされています。1992 年の調査以

降、賛成する人の数は最少となり世

間一般の考え方も時代と共に移行

しているようです。 

女性活躍推進法の制定、配偶者控

除の見直し、そして世論の後押しも

相まって「働くママ」にとって少し

ずつ追い風が吹きつつある昨今。マ

マたちの思いきり働きたいという

意欲が満たされ、希望を持って働く

ことができる社会に向かって進ん

でいけるといいですね。 

内閣府が 11 月末に発表した「男

女共同参画社会に関する世論調査」

で、女性の就業について「子どもが

できてもずっと職業を続ける方が

よい」と考える人が 54.2％に上るこ

とがわかりました。2014 年の調査

結果に比べ 9.4％増え、1992年の調

査開始以降、初めて半数を超えまし

た。「ずっと職業を続ける方がよい」

と回答した人のうち、女性は55.3％、

男性は 52.9％と男女ともに考え方

に相違はないようです。 

今回の結果は、世間で働く女性が

増加したことや育児との両立への

意識の高まりが背景にあるとみら

れます。これは、同じ調査での「夫 

ご
存
知 

で
す
か
? 
「働
く
マ
マ
」に 

賛
成
す
る
人
の
割
合 

 

☀今月のお楽しみ情報☀ 
○1月 10、17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 

 

○1月 25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”サポーターの見守りがあります。
子どもが遊ぶ様子を見ながら、いろんなお
話しをするのもいいものですよ。 

男女共同参画カルタ大会 

お正月といえばカルタ！大人数での勝負は一味違います。 

子どもも大人もどなたでも参加できます☺ お一人でも、ご家族やお友達と一緒でもＯＫ。 

上位３名には賞品が贈られるほか、参加者全員にプレゼントがあります！お楽しみに。 

日時：１月２１日（土） １３:３０～１６:００ 

会場：多目的ホール（１階）  定員：１００名（先着順） 

事前申込は、総合案内・男女平等推進センター窓口、電話、ホームページで受付中！ 

大野城まどかぴあ開館２０周年記念事業 

ママと一緒に遊びに来ていた 

かのんちゃん（1 歳）は、アンパン

マンと電車が大好き！年上のお

友だちとも、すぐに仲良くなれるそ

うです☆ 

平成26年度に読み札を全国公募し、 

平成27年度に大野城市立中学校美術部の

生徒さんに絵札制作をしていただいて、

みなさんの力で完成したオリジナルの 

カルタのことです。 

 

男女共同参画カルタって？ 
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DV防止キャンペーン事業 
全ての子どもや女性に対する 

暴力という名の支配について考える講座 
 

日にち：11月11日（金） 

講 師：本夛
ほ ん だ

 須美子さん 

（NPO法人アジア女性センター 専任スタッフ） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

運動場の向こうの空き

地に電柱が一本。裸電球の

街灯の下で私は 6～7 人の

クラスメートに囲まれて、

糾弾されていた。「アンタ、

近頃生意気なんじゃない？」と。教師たちから受け

のいい成績上位の彼女たちだった。その中 3 の時の

心苦しい記憶には、しかし、一切の身体的暴力はな

い。戦後も 70 年を過ぎた今は尚のこと、身の回り

で目にする機会もない。ニュース等で知る暴力は特

別と捉えがちである。 

内閣府主導の DV 防止キャンペーン（11/12～

11/25）の前夜に開かれたこの講座に 27 名（うち

男性が 9 名）の受講者が集った。オープニングは、

全員に「暴力と聞

いてイメージす

る言葉」が問われ

て、ホワイトボー

ドに列記された。

「なぐる」「たた

く」「つねる」「痛い」「なじる」…と悲愴な単語が続

く。DV とは英語の「Domestic violence」を指し、明

確な定義はないようだ。日本では「配偶者や恋人等

親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴

力」と言う意味で使用される。標題に見るように、

この日は虐待も含めて支配する側と支配される側

の相関性が分析された。 

本夛さんは、2011～2013年の期間に JICA 職員と

して中東のヨルダンに駐留した。子どもの受ける暴

力では割礼や女性器切除が根強く存在して、児童結

婚・児童労働・児童兵隊

等を挙げた。古からの慣

習には意味があるとし

て、大人の側に加害の認

識がないのかもしれな

い。数々の悲惨な事例は

とても伝え辛いと言葉を濁した。 

今年 6 月、人権問題発言があってもフィリピン国

民から支持の高いドゥテルテ大統領が誕生。続いて

11月には、同盟国アメリカの次期大統領に暴言連発

のトランプ氏が選ばれた。隣の韓国では大統領退陣

要求のデモが数十万人単位で展開された。資本主義

の信用が弱体化して世界中で怒りのうねりは収ま

らない。言葉の暴力も看過できない人権侵害である

と言う。おもてなしの日本ではまさか……と高を括

っていたら、原発避難いじめの報道が出た。2011年

の福島第1原発事故で横浜の小学校に転校した男児

がいじめられ不登校になった。公表された手記には

可哀想過ぎると同情が集まっている。義務教育期間

に 4 回の転校を繰り返した私にも、その悔しさと痛

みが蘇った。 

DVは表面化しにくい性質を持つ。苦しんでいる人

をどうしたら救えるか？ 本夛さんの属するアジア

女性センターでは、活動のひとつとして相談窓口カ

ードのポスティングなどで防止に努めている。社会

が「あなたは何も悪くない」と許容するムードを構

築できれば、被害に悩む人は発信する勇気を持つだ

ろう。見えないからと言って、関心を拒んでいては

一億総活躍が遠ざかる。排除の芽を摘み取って、家

族大事・隣人尊重の日本マインドで不確実な世界を

乗り切ろう。  （情報サポーター  山口 郁子） 

 

 

 

いにしえ 

くく 
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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 

㉑

㉒

㉓

㉔

㉑ 
㉕

㉖

㉗

*ひとりごと*  福岡に来て情報サポーターのボラ

ンティアを始めてから 10 年近くになる。男女平等

推進センターもすっかり顔馴染みになった。 

昨年 11 月の米大統領選で敗れたヒラリー・クリ

ントン氏の敗北演説の中に「私たちはいまだ、最も

高く硬いガラスの天井を破ることができていませ

ん。でもいつか、誰かが成し遂げてくれるでしょう。

私たちが思うより早くそんな日が来てほしい」とい

う言葉があった。アメリカのメディアはもちろん、

世界中の女性たちが初の女性大統領誕生を信じた

に違いない。接戦だったにもかかわらず翌日夢と消

えた。日本はともかくとして、世界のトップを走る

アメリカでさえも保守的なところはあるのかもし

れない。次期大統領のトランプ氏のような「暴言を

吐くような政治家こそが本音と真実を言っている」

そんな見方をする空気は日本にもある。 

政治経験のないトランプ氏がいよいよ 

登場する。日本にどんな影響があるのか 

興味深い。 （情報サポーター スピカ） 

1月の男女平等推進センター 

 

＜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  ホームページアドレス http://www.madokapia.or.jp/ 

ＴＥＬ／ 092（586）4030 ＦＡＸ／092（586）4031 相談専用電話／092（586）4035 

 

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

