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▼ＣＯＮＴＥＮＴＳ▼ 

・事業レポート「家族みんなで家事！楽々セミナー」 「ママパパ応援講座」 

・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 

・アスカーラ「男女共同参画」小中学生図画ポスター・標語コンクール結果発表！ 

・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。 



■2  男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ 4月号  

平成 28年度 アスカーラ市民グループ活動支援事業 

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」 

日にち：2月 4日（土） 

講 師：桑野宏子さん、西木戸里香さん、丸山千絵さん 

（福岡友の会 会員） 

主 催：福岡友の会 筑紫方面 南ヶ丘最寄 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

平成 28 年度 アスカーラ市民グループ活動支援

事業が9 団体参加で本年度も実施された。 

第 1 回は「家族みんなで家事！楽々セミナー」が

行われた。主催は、福岡友の会 筑紫方面 南ヶ丘

最寄の皆さんである。この会は、月刊誌「婦人之友」

の愛読者が月2回集い、「衣・食・住・家計」につい

て学んでいるそうだ。参加してみると、参加者は会

員を含め20名程度で、男性は2名。若い人からご年

配までの幅広い世代であった。 
 

 

家事をスムーズ

にする為に、一日24

時間から睡眠7時間

を差引き、自分の家

事（朝-昼-夕-寝る

前）に必要な時間を

知ること。例えば、

洗濯干し 10 分さっ

とトイレ掃除 3 分など

が分かったら、一日にやることを決めてしまい実行

する。時間までに終わらなくても割り切り、次に進

める。 

家事をスムーズにするキーワード 

☆ひと仕事ひと片付け 

（料理を作りながら、使ったものを洗う） 

☆重ね仕事 

（夕食の準備中に、朝食の野菜を切るなど） 

☆早仕事 

（自分の仕事の量とかかる時間を知る） 

やはり、家族みんなの協力が家事をスムーズにす

る。一緒に家事をすることで、子ども達も時間管理

ができるようになる効果もある。 

 

 

西木戸家では、1 週間分の食材を土曜日か日曜日

に近場のドラッグストアで、野菜等はドライブを兼

ね「道の駅」で新鮮なものを求めている。買い物か

ら帰ったらすぐさま 1～2 時間かけ下処理をする。

そして処理状態等を記入した小袋に入れ冷凍し素

早く調理できるよう

に工夫しているそう

だ。また、素早く調理

できるすぐれものと

して、“ワンタッチ調

味料”を作りおきし、

煮物・お浸し等に利

用するのも役立っているのだという。 

“鍋帽子”の活躍 

カレーなどは、朝に材料

を約 5 分程度煮炊きして

“鍋帽子”を被せて置けば、

夕方にはじっくり煮込んだ

美味しいカレーが出来上が

るとのことである。光熱費も削減出来て、時間短縮

に最適、“バタバタしない食事の準備”ができる。 

 
 

家族でお金の話というのは難しいけど重要なこ

とだ。 

丸山家各自の役割 

☆私が家計簿で日々のお金の管理 

☆夫が貯蓄等の大きなお金の流れを管理しライ

フプランを基に将来に向け蓄える 

☆子ども達は、お小遣い帳を自分で管理する 

毎年、費目ごと

の予算を決め、家

計簿を中心に家族

みんなで意識をし

てお金を使うこと

で、次のようなメ

リットがある。 

☆お金の出入りが見え、漠然とした不安がなくなる 

☆実際の数字があるので無駄な争いが減る 

☆子どもも上手なお金の使い方を覚える 

当面の“家計に関するミッションは？”教育費の

山を乗り越えることだという。今後も家計簿を活用

し、家族みんなでお金の話をしたいと語られた。 

 

 

3 人の話を聴いて、家族と一緒に工夫し仲間とも

楽しく切磋琢磨されていたのが印象的だった。参加

者の若いお母さんは、“知り合いの勧めで参加しま

した。とても参考になり実践してみようと思います”

と語られていた。 

（情報サポーター 下大利だんしゃくいも） 

🔷 丸山千絵さん🔷 

🔷 西木戸里香さん🔷 
 

 

🔷 桑野宏子さん🔷 

🔷 🔷 
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さぁ、新年度が始まりました。新しい出会いが満載ですね。 

新生活の彩りに、アスカーラでの学びはいかがですか？ 面白い発見があるかもしれません。 

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                   
休 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 

あなたとわたしのための元気塾 

性別や年齢に関係なく、女性も男性も伸びやかに暮らす社会づくりに向けて学ぶ講座です。 

各回、魅力的な講師のお話です。ぜひご参加ください。 

市民グループ活動支援事業 

平成 28年度報告会・情報交換会＆平成 29年度募集説明会 

 アスカーラでは、男女共同参画を推進する市民グループを応援する事業を実施しています。 

皆さんの素敵なアイデアをカタチにして活動の輪を広げませんか？ 

詳しくはチラシ・ホームページ・募集要項をご覧ください。 

【日 時】4月 12日（水）13：30～15：30    【会 場】306会議室（3階） 

【対 象】市民グループ活動支援事業に平成 28年度に参加したグループと 

今後参加を検討しているグループ 

【時 間】いずれも 10：00～12：00     【定 員】各回 40名（先着順） 

【対 象】興味・関心のある方ならどなたでも  【受講料】無料 

回 日時 テーマ 講師 会場 

１ 5月 20日（土） 
自分らしく活躍できる社会へ 

～わたしたちの未来に向けて～ 

村山 由香里 

（福岡県男女共同参画センター

「あすばる」前館長） 

303会議室 

（3階） 

２ 6 月 3 日（土） 
一人ひとりが自分らしく生きるために 

～性の多様性を知ることから～ 

石﨑 杏理 

（ＦＲＥＮＳ代表） 

301会議室 

（3階） 

３ 7 月 1 日（土） 
男女の壁をこえて 

～自分らしく過ごせる地域づくり～ 

吉田 まりえ 

（九州の暮らし創造研究所代表） 

301会議室 

（3階） 

 

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！ 

＜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☀ 

○4月 4、11、18、25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 

○4月 17日（月）10:30～ 
担当：HAND IN HAND 

○4月 27日（木）10:30～ 
担当：大野城子ども劇場 

 
※第 4水曜日 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。 

ママと遊びに来てくれた 

いちかちゃん（1歳 3 ヶ月）は、 

お絵かきやボタンを押す遊び

に夢中です☆ 

※市長賞・教育長賞・男女平等推進センター所長賞の作品は本号表紙に掲載しています 

大野城市内の小中学生から「男女共同参画」をテーマにした図画ポスターと標語を募集しました。 

たくさんの作品の中から選ばれた入賞者は以下のとおりです。 

作品をご応募いただいた小中学生のみなさん、誠にありがとうございました！ 
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講師の吉村 伊織氏は、元SEで業務と並行して心

理学を勉強し、プロ心理カ

ウンセラーの資格を取得。

12 歳・6 歳・3歳の 3 人の

男児の父親であり小学校の

PTA 会長を務めながら「“よ

い父親”ではなく“笑ってい

る父親”を増やす！」をミッ

ションに掲げて年間 120 回以上の企業研修、講演、

セミナー活動を行っている。 

まず始めに「最近、うまくいっていることは何で

すか？」というテーマで参加者全員が考え、グルー

プ内で一人ずつ発表した。その際、どんな答えもす

べて正解、答えが出なくても正解で発表後はグルー

プ全員で拍手するというルール。もしテーマを「最

近、どうですか？」にするとネガティブな方向にア

ンテナが向いてしまうそうだ。人間は頭の中で 3 万

回～4 万回位問い掛けをしていて、頭の中のアンテ

ナはコントロールできる上に意識することによっ

て見え方が違ってくるらしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
親がコントロールするので

はなく、子どもの意思や考えを

尊重して行動してもらうため

にどんな親でいたいか。子ども

にどんな大人になってもらい

たいか。それを親自身が考えて子どもが動きたくな

る言葉がけをする。 

子育ての悩みは親の理想と子どもの現実とのギ

ャップから生まれるという。そもそも「親」という

字は「木の上に立って見守る」と書く。親は子ども

の応援団長、サポーター、コーチであって試合には

出られない。勝っても負けても「よくやった」と誉

めて「ゴールテープは使い回さないで！」と強調さ

れていた。 

また、自主的な行動を引き出す「質問」のポイン

トは「Why／なんで（言い訳製造機）」（クローズド・

クエスチョン）ではなく「How／どうしたら（行動

製造機）」（オープン・クエスチョン）を心掛けて欲

しい。例えば「なんで遅刻するの？」と聞くよりも

「次からはどうしたら遅刻しないと思う？」と聞く

ことだ。「How」を使うと次の行動につながる質問が

できる。「Why」はうまくいった時には、価値観を明

確にして成功体験になるので使っていい。 

子どもを「ほめましょう」とよく言われるが「ほ

める」と上下関係が生まれてしまうので「ほめる」

よりも親が子どもに寄り添って「喜ぶ」方が効果が

ある。 

最後に「一番大切なのは自分を大事に、周りの人

を大切に。悩んでもいいんです。悩むのは関心があ

る証拠です。短所の改善も大切だけど、長所をのば

しましょう。野球でも 3 割うまくいけば大成功！大

活躍！です」と励まされた。 

（情報サポーター 松田 知子） 

 

「よい親」より「笑っている親」 

子どもの応援団長になろう！ 平成28年度 アスカーラ市民グループ活動支援事業 

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」 

日にち：2月 19日（日） 

講 師：吉村 伊織さん 

（WACS代表、パーソナルカウンセラー） 

主 催：パパママちかっぱ応援団 
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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* ①サンタクロースのトナカイは立派な

角を持っていますが、全員オスだとおもいますか？ 

②チョウチンアンコウのオスを見た事がありますか？ 

 5歳の孫にせがまれて図鑑を読んでいると今まで気に

も留めなかった事や、知らなかった事が次々と出てきま

す。クイズの答えは①トナカイのオスの角は鹿のように

秋の終わりに抜け落ち、メスの角は春先に抜け落ちるの

で、クリスマスに角があるのはメスという事になりま

す。しかし気性の激しいオスを去勢すると角は抜け落ち

ず、体格も立派になるので今でもそりを引くのは去勢さ

れたオスが多いそうです。サンタクロースのそりをひく

トナカイたちにはそれぞれ名前が有り、オス、メスそれ

ぞれの名前がついています。ということで答えは去勢さ

れたオスとメスになります。②チョウチンアンコウと言

われて頭に浮かぶのは、深海の底に釣り針のような針を

光らせるまん丸い魚ですね。実はあれはメスだそうで

す。オスはメスより体が小さく、メスに噛みついて寄生

して精子を提供するためだけに生きていくそうです。人

間だったらなんだか切ないですね。自然界にはまだまだ

私の知らない事がたくさんあります。孫と 

一緒に調べるのが楽しみな今日この頃です。 

（情報サポーター森 敏子） 

＜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 

 

4月の男女平等推進センター 

 

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

