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▼ＣＯＮＴＥＮＴＳ▼ 

・事業レポート「育休カフェ＆トーク」 「男女共同参画カルタ大会」 

・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 

・ご存知ですか？ 「日本の女性役員の割合」 

・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。 

最
新
号
は
１
階
に
掲
示
し
て
い
ま
す
。 

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
♪ 
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育休カフェ＆トーク （全２回） 

①「子育てしながら働くということ」 

日にち：1月 14日（土） 

講  師：田中 彩 （ＮＰＯ法人ママワーク研究所 理事長） 

②「先輩育休ママからのメッセージ」 

日にち：1月 28日（土） 

講  師：中山 淳子 （ＮＰＯ法人ママワーク研究所 理事長） 

パネリスト：弓 洋子（株式会社博多大丸 社員） 

佐々野 涼子（看護師） 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
育児・介護休業法が

施行されてから四半

世紀が経とうとして

いるが、現状はどうな

のだろう。講師のお二

人は昨年の同講座で

もお馴染みの育休キ

ャリアの大先輩だ。会

場に集まった受講者の70％が育児休業中だという。

次のスキルに向けての準備に真剣だ。 

両立支援制度の目的と使い方 

現状での育児休業取得率は女性 81.5％、男性

2.65％。育児休業の他にも子育て中に活かせる「両

立支援制度」の各制度は以下のとおり。 

・子どもの看護休暇…子ども 1人につき年間 5日

まで取得できる。2 人以上は最大 10 日まで。 

・短時間勤務…法廷義務は 3 歳未満まで。 

・パパ育休プラス…2 人で半分ずつ取得すれば 1

年間割り増し給付。給付金が 67％にアップ。 

キャリアに役立つ育休中の過ごし方 

育休をブランクではなく、ブラッシュアップ（ス

キルを磨き上げる）期間にできるよう心掛けること

が大事。購買決定権は女性が 74％というデータも

あり、買い物など普段の生活で生活者目線を磨けば

ママならではの視点が仕事に活きることも。また、

生活環境を整えておくのもこの期間に。地域でのネ

ットワークや、子育てサロン・ママサークルで相性

のいいサポーターを探しておくと、復帰後に子ども

を預けなければならなくなった時に役に立つ。 

 

育児しながら働くコツ 

①パートナーシップ、家事育児シェア 

パートナーシップは家事戦略の要。長期視点で考

え、夫婦で今を助け合い乗り切っていく。また、子

どもも身の回りの事は自分でできるよう自立を促

す。他にもサービスや機械をうまく活用し、時間や

手間を省くという手もある。その際の支出は長期投

資と考え、惜しまない。頑張るのはママ一人ではな

い。したいこと、してほしいことはまず口に出して

言ってみると案外上手くいくこともある。 

②時間制限のある働き方の工夫 

職場によっては、通信技術等を活用して自宅など

会社以外の場所で仕事を行う「テレワーク」という

手段もある。また「イクボス」と言われる社員の育

児に理解を示す上司も増えている。社員のワークラ

イフバランスに配慮しながらチームで成果を上げ

れば、会社と社員双方にプラスとなる。 
 

 
ママが仕事に復帰する際に

は多くの不安要素がある。特に

子どもとの時間が減ることを

気にするママは多いのではな

いか。しかし、大事なのは時間

より質だ。時間管理をキュウキュウにしないことだ

ろう。子育ての 3 種の神器は「愛」「厳しさ」「信頼」。

手を止め、子どもの目を見て返事をする、言葉で伝

える、抱きしめるなどのコミュニケーションを大切

にする。 

子どもが病気になったら、ママ一人で抱え込まず

に誰かを頼ること。パートナーや親（祖父母）、他に

もサポーター、保育園・幼稚園、病児保育、ファミ

リーサポートなどを上手く活用するのも一つ。日頃

から周りへの気配りを忘れず、職場には状況や希望

を発信するなど、いい関係を築いておこう。 

講座を聴き、現役時代、友人も二人の子どもを育

てながら必死に働いていたのを思い出した。ママが

元気であればこそ、明日がある。私の人生、私が主

役。「できる」を前提に考え、ポジティブマインドで

明日を創ろう。   （情報サポーター スピカ） 
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陽射しがずいぶん温かく感じられる今日この頃。 

新しい季節は、新しい学びをはじめてみませんか。 

アスカーラには、楽しい出会いもたくさんあります。ぜひ、遊びにいらしてくださいね♪ 

 

                                                  

 

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 

 

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 

 

今年も恒例のアスカーラまつりを開催します！ 

笑顔がいっぱいで、多くの市民の皆さんにご利用いただいているアスカーラにあなたも遊びに来ませんか。 

10:00～     ドキドキつかみどり（情報交流ひろば／3 階） ※なくなり次第終了 

 10:00～14:00 大野城子ども劇場こども市（302、303、304会議室／3 階） 

 10:30～11:30 うきうき工作体験（情報交流ひろば／3 階） 

 10:30～15:30 アスカーラマルシェ（301会議室／3階） 

10:00～16:00 市民団体によるバザー（ギャラリーモール／1 階） ※商品がなくなり次第終了。 

 11:00～13:00 みんな DE遊ぼう（アクティブルーム／3階） 

 11:30～15:00 わくわくカフェ（情報交流ひろば／3階） 

 

◇写真でつづるアスカーラの一年（ギャラリーモール／１階、情報交流ひろば／3階） 

 ◇壁新聞「ほっぷ」の一年（アスカーラギャラリー／3階） 

 ◇新聞掲示物「窓」の一年（ギャラリーモール／1階） 

 

男女共同参画条例制定記念講演会 

仕事も！家庭も！活き活きと ～ワーク・ライフ・バランスの取組みについて～ 

ワーク・ライフ・バランスの取組みに力を入れている企業の方に、誰もが活き活きと働くことができる社

会をめざして取り組んできたことをお話していただきます。 

【日時】4 月 29日（土） 13:30～15:30 

【講師】遠藤 雄二（九州大学大学院准教授）、他 

【会場】多目的ホール（1 階）  【受講料】無料   【定員】100名 

イベント 

掲 示 

http://www.madokapia.or.jp/
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にはほど遠い状況だといえます。 

内閣府によると、民間企業は課

長、国家公務員は課長補佐になると

女性の割合が激減する傾向にある

そうです。その一因として、出産や

育児で仕事を休み、昇進に必要な在

職年数を満たしていないことなど

が影響している可能性もあるとい

います。 

内閣府ではこのような現状を踏

まえ「上場企業における女性役員の

状況」を一覧化するなど、女性の活

躍状況の「見える化」をはかり目標

に向けての取り組みを続けている

ようです。 

内閣府は今年 1 月に、企業や官公

庁の女性管理職の割合を発表しま

した。それによると、2016 年の上

場企業の役員に占める女性の割合

は 3.4％（前年比 0.6 ポイント増）、

国家公務員では本省課・室長が

4.1％（前年比 0.6 ポイント増）とい

ずれも過去最高の数値となりまし

た。特に、上場企業の女性役員数は

2012 年から 2016 年までの 4 年間

で 2 倍以上に増え、着実に成果が上

がっています。 

しかし、政府が 2020 年度までの

達成を目指す「指導的地位に占める

女性の割合」は 30％。目標の達成 

 

ご
存
知 

で
す
か
? 

キッズルームで 
★こんにちは★ 

今月の元気キッズ！ 

＜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 

 
☀今月のお楽しみ情報☀ 

○3月 7、14、21、28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 

 
○3月 8日（水）10:30～ 
担当：大野城市地域貸出文庫連絡協議会 

 
※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。 

参考：時事ドットコム（2017.1.16号） 

内閣府男女共同参画局ホームページ 

いろいろな世代が集うアスカーラで、ボランティアや実行委員としてあなたの力を発揮してみませんか。 

きっと素敵な出会いがありますよ。興味をお持ちの方は、アスカーラまでお問い合わせください。 

≪活動目的≫ 
8月から12月にかけて月1回開催予定の大野城市男
女共生講座を企画・運営するための実行委員会。 

≪活動内容≫ 
講座のテーマ決め、講師の人選、講座当日の会場設
営、報告書作りなど講座の運営に関すること全般。 

第１回 実行委員会  

日時：4 月 10 日（月）13：30～15：00（予定） 

会場：アクティブルーム（３階） 

≪啓発・事業サポーター≫ 
男女共同参画を紙芝居などで市民の方に広める活
動や、講座の受付・設営などのお手伝い。 

≪託児サポーター≫ 
まどかぴあ主催のイベントや講座の託児を行う。 
養成講座（次回は平成30 年度開講予定）の受講が必要。 

≪情報サポーター≫ 
本誌「すてっぷ」や掲示物「窓」などの作成でアス
カーラや男女共同参画についての情報発信をする。 

説明会 日時：3 月 22 日（水）11：00～12：00 

会場：アクティブルーム（３階） 

ママと遊びに来てくれた、れな

ちゃん（９ヵ月）はキラキラ光

る物や鏡が大好き☆ 

対象者：18 歳以上（高校生不可）であれば、お住まい・
性別を問わずどなたでも 
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大野城まどかぴあ開館 20周年記念事業 

男女共同参画 

カルタ大会 
日にち： 1 月 21 日（土） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
大人もポケモンGOに熱中する時

代にレトロなカルタがどれだけの

力を発揮できるか？ 懐疑的な思

いをよそに、原田ゆみ子前アスカ

ーラ所長から白水紹子現所長へと

受け継がれたプロジェクトがここ

に結実した。「読み札」は平成26年度に全国公募さ

れた1229作品から選出された。「絵札」は平成 27 年

度に大野城市立中学校美術部の生徒さんたちが描

いた力作である。実を申すと、筆者は44の読み札全

部にエントリーして 3 作が採用された。10日間ほど

共同参画の文言に首まで浸かってひねり出した作

品のクオリティは、日頃の講演会出席のなせる業か

と。寒中の平成 27年1月15日に招かれ、嬉し恥ず

かしで出席した表彰式は何年ぶりだっただろう。 

さて、当日。目

を引く会場の題

字は、まどかぴあ

新年の飾りつけ

も担当した書家

の志賀禮花さん

の作。またしても

寒中であったが、

100名を超える来場者（競技者89名）が熱戦を繰り

広げた。鳴り響く太鼓を合図に大野城市民劇団迷子

座のお二人が読みあげる声に耳を澄まして、競技者

はどの顔も本気モード。小学生も幼稚園児も果敢に

チャレンジする姿に、共同参画の意識を刷り込むに

はベストタイミングだと効力を確信した。第一位の 

 

 

本松美咲さんは中学生（獲得数13 枚）、第二位の高

木彩さんは高校生、第三位の大川畑凛さんは小学生、

いずれも前途洋々たる少女たちだ。設営・判定にご

尽力のあった九州かるた協会、アスカーラ実行委員

の皆さんにも頭が下がる。この盛会と熱気なら、啓

発がじわじわと浸透して行くこと請け合いだ。 

現存する日本最古のカルタは安土桃山時代の「天

正カルタ」で、福岡県の三池地方で作られたと言わ

れている。昭和22年に群馬県で誕生した「上毛かる

た」の効果を踏んで、その後も郷土カルタが続々の

由。その一角にまたまた福岡県のわが「男女共同参

画カルタ」が燦然と輝くとすれば、何と言う巡りあ

わせか。小見出しの「ちはやふる」は末次由紀によ

る同名マンガを実写映画化した作品で、競技かるた

に情熱を注ぐ高校生を描いた青春群像劇。原作のマ

ンガは 2009年 第2回マンガ大賞受賞等数々の華々

しい受賞歴を持ち、広瀬すず主演の映画と相まって

百人一首の競技かるたブレイクの端緒となった。イ

ケメン・プレイボーイの在原業平が詠んだ「ちはや

ふる 神代（かみよ）も聞かず 竜田川（たつたが

わ）からくれないに 水くくるとは」→「ちはやふ

る 神代も聞かず まどかぴあ 笑顔と白熱 か

るた競演」   （情報サポーター  山口 郁子） 
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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 

㉖

㉗ 

㉘

㉙

㉚ 

*ひとりごと*  「風光る入江のぽんぽん蒸気かな」

（内田百閒） どこかのどかな響き 柔らかな日差

しのなかのひな祭り 日々に温かさを増しそれま

で縮こまっていた草木も虫も そして人も生きい

きと輝いてくる 浮き浮きしてきて「亜麻色の長い

髪を風がやさしくつつむ 胸に白い花束を羽のよ

うに…」つい口ずさんでしまいたくなる ▽三月は

卒業式、決算月とあわただしい月ではあるが 新入

生、新社会人や素晴らしい人生への転機をむかえる

人たちの希望に燃えた新しい人生の準備の月でも

ある 明るく堂々と未来に向けての風の吹くのを

楽しみにしたい ▽厳しさに悠然と立ち向かう心

意気 高浜虚子の歌 「春風や闘志抱 

いて丘に立つ」 はあまりにもカッコ 

いい  （情報サポーター 原田 久） 

＜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 

 

3月の男女平等推進センター 

 

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

