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▼ＣＯＮＴＥＮＴＳ▼ 

・事業レポート 「私にもできる！おうちでプチ起業」 「アスカーラまつり」 

・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？ 「男女共同参画週間」 

・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。 
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自宅で働いたり、得意なことを仕事にしたりと新

しい働き方として「起業」を選択する人も増えてい

ます。興味はあるけれど、何から始めたらいいの？

という方のためのセミナーに参加してきました。 

１日目はまず始めにまどかぴあ林田スマ館長か

ら「女性が働くこと、起業すること～たった一度の

人生、自分らしく、力強く、前へ～」というテーマ

で激励の言葉を頂きました。中でも「人生はフルコ

ース。前菜があって、スープがあって、メインの肉

か魚料理があって、デザー

トにコーヒーか紅茶まで

美味しくいただきましょ

う」と言われたのが印象的

でした。 

続いて、株式会社 GRACE 

CREA 代表取締役 清水麗子さ

んから「おうち起業」とは「自

宅で始められる仕事」であり、

無理なくスタートできる。しか

し、98％が稼げないから辞める。本当に自分ができ

るものは何なのか探していくことと信頼と実績を

集めてから商売を始めること。「将来のために勉強

している今なんだ」と思うことが大切だ、と教わり

ました。最後に“どれだけ色んな人に自分の思いや

やりたいことを話せるかが成功の秘訣”と話されて

１日目は終了しました。 

 

２日目は起業体験談とアドバイス、プチ起業のヒ

ントを教わりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

北田さんからは、日本政策金融公庫を利用した創

業者のメッセージを抜粋して紹介されました。 

 

● この商売が本当に好きなのか、よく考えること。 

好きでなければ続かない。（37歳飲食業） 

● 開業前にしっかり悩み、開業後の方向性を 

しっかり決めておく。（29歳小売業） 

● 思っていた以上に費用がかかる。 

資金はできるだけ多く準備する。（47歳小売業） 

● 予想しない出費が発生するので、運転資金は 

余裕をもっておく。（30歳サービス業） 

● 自分ひとりで悩まない。成功している経営者と 

仲良くしておく。（32歳サービス業） 

● 家族の理解と協力が不可欠。（29歳飲食業） 

● 実力があれば、口コミで評判が伝わる。 

（55歳サービス業） 

● 優れた商品であっても、売れるとは限らない。 

どのように売るのかが大切。（27歳製造業） 

 
働き方は人それぞれ。でも、いつかは私も起業し

て「社長」と呼ばれてみたい。そのためにはまず、

自分のやりたいことで儲かるしくみを考えなく 

ちゃ…。     （情報サポーター 松田 知子） 

女性のための起業支援セミナー 

わたしにもできる！おうちでプチ起業 
日にち：3月 18日・25日(土) 

講 師：林田 スマ（大野城まどかぴあ 館長） 

清水 麗子さん（株式会社 GRACE CREA代表取締役） 

森園 仁美さん（有限会社ティ・エヌ・ティ代表取締役） 

松永 幸子さん（ハロー 代表） 

松尾 美保さん（リンパケアふわり 代表） 

北田 貴司さん 

（株式会社日本政策金融公庫 福岡西支店第 3 融資課長） 
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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円の 

託児利用券が必要 

・満 10か月～ 

小学校就学前まで 

パパとして子育てに関わることができるのは、

ほんのひととき。そんな貴重なパパとしての時

間を充実させるヒントを探しにきませんか。 

回 日時・会場 テーマ・講師 内 容 

１ 
7月 22日（土） 
13：00～15：30 

306 会議室（3 階） 

夫婦のパートナーシップを強くする 

世帯経営セミナー 

長廣 百合子、長廣 遥（Logista 株式会社） 

夫婦間の役割を見つめ直し、これからの家族

のあり方や仕事と家庭の両立について考えて

みましょう。 

２ 
7月 29日（土） 
13：30～15：00 

調理実習室（2 階） 

パパと一緒に 
簡単おやつづくり 

中島 美香（おうちごはん plus 主宰） 

パパとお子さんだけで、おやつを作ってみま

せんか。きっとママに自慢できる美味しいス

イーツができあがりますよ。 

３ 
8月 5日（土） 
13：30～15：00 

301 会議室（3 階） 

パパだって泣いていいんだよ 
～明日からの笑顔のために～ 

秋吉 建（感涙療法士） 

「男は泣くな」というイメージに捉われてい

ませんか？ パパ限定の涙活で、涙と日頃のス

トレスを思いっきり流しましょう！ 

 【対象・定員】第１回：妊娠・子育て中の夫婦 10 組 20 名 

第２回：小学生までの子どもとパパ 10 組 20 名 第３回：子育て中のパパ 20 名 

【受講料】無料（第２回のみ材料費が必要：500 円程度を予定） 

 

【日 程】7月 3日（月）・4日（火） 

【時 間】14：00～16：30 

【講 師】内村 明子 

（内村明子商業施設コンサルタント事務所） 

【会 場】202 会議室（2 階） 【受講料】無料 

【定 員】20 名（先着順） 

【対 象】PC の基本操作が可能な方、Excel・Word

の文字入力ができる方、２日間続けて来

られる方、USB メモリの準備ができる方 

主催・申込先 大野城市商工会 

電話：092-581-3412 

共催 大野城まどかぴあ男女平等推進センター 

 

共催 
事業 

回 日 時 テーマ・講師 

１ 
8月 26日（土） 
13：30～15：00 

家庭も職場もうまくいく！ 

アンガーマネジメント 
礒田 香織 

（やさいのおうち代表） 

２ 
9月 2日（土） 
13：30～15：00 

子育て夫婦のための 
タイムマネジメント 

来米 千夏 
 

 【会 場】306 会議室（3 階） 

【対 象】育児休業中の方、関心のある方 

【定 員】30 名（先着順） 【受講料】無料 

育児休業から職場に復帰することを不安に感じていま
せんか。仕事と育児を両立するコツを学びましょう。 

6 月 15 日から 
受付開始 

http://www.madokapia.or.jp/
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参考：内閣府男女共同参画局 

ホームページ 

火曜日開催の「おひざでだっ

こ」。元気なキッズがたくさん

集まってくれました。ママの

高いたか～い♪にはみんなで

大盛り上がり！ 

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☀ 

○6月 6、13、20、27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 29日（木）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。 

います。今年は「女性も男性も、自

らの意思により個性と能力を発揮

して活躍できる職場を作るための

キャッチフレーズ」がテーマ。全国

から 3,050点の作品が集まり審査の

結果、以下の作品が選ばれました。 

☆最優秀作品 

「男で 、女で 、共同作業で 。」 

土橋 義広さん（埼玉県） 

○優秀作品 

「働きやすいと、生きやすい。」 

河野 稔さん（東京都） 

「ダイバーシティ 絶賛推進中！」 

高地 利明さん（静岡県） 

内閣府男女共同参画局では、毎年

6 月 23 日から 29 日までの 1 週間

を「男女共同参画週間」と定めてい

ます。誰もが性別に捉われることな

く、家庭・職場・地域などそれぞれ

の場所で個性や能力を発揮できる

社会（＝男女共同参画社会）を実現

するためには国民一人ひとりの意

識の高揚が欠かせません。この週間

には地方公共団体、女性団体その他

の関係団体の協力のもと男女共同

参画社会推進のための行事が全国

的に行われています。 

内閣府では毎年「男女共同参画週

間」のキャッチフレーズを公募して 

まる まる にじゅうまる 

女性に対する暴力や離婚に関する問題、パワハラ・マタハラ、LGBT 問題を含めた 

女性の権利に関する無料電話相談を実施します。お気軽にご相談ください。 
 

【日 時】６月２８日（水）１０：００～１６：００ 

【電 話】０９２－５８６－４０３２ 
 

主催：福岡県弁護士会、日本弁護士連合会  共催：公益財団法人大野城まどかぴあ 

弁護士による臨時無料電話相談 

準備中 
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菜種梅雨……転勤の度に馴染まない家の窓外を恨めしく切なく眺めた春の長雨。今年もようやく咲

き揃った桜に無情に降り注ぐ。思えば、男女平等推進センターからアスカーラへリニューアルオープ

ンした平成 25年 4月 6日も雨だった。にもかかわらず 3階に溢れんばかりのセレモニーは、雨などど

こ吹く風の大盛況。再構築のワンステップから未来へ続く飛躍の予感があった。毎春この前後の土曜

日にアスカーラ祭りが開催されている。回を追うごとに参加者が増え、男女平等推進センターのメイ

ンイベントとして定着した。 

一階ギャラリーモールにはお馴染みのバザー。掘り出し物を探る熱気が市民のにぎわいを後押しし

ている。3階に場所を移して、情報交流ひろばのドキドキつかみどりは子どもたち限定。お母さんの顔

を見ながら遠慮がちに一個だけ引き出す幼児が何とも可愛かったぁ♪ 子ども市は企画・制作・運営

を子ども主体で実現させたコーナー。楽しいゲームが一回 50 円とか 30 円とかで、しかも景品付き。

子どもの本音が垣間見える。共同参画の啓発は若いうちからに限るが、低年齢層へのシフトは喜ばし

い。センターや各ボランティアの活動の掲示もカラフルで、祭りを盛り上げる。 

同日のシネマランドで、大ホールにて上映されたのは「オケ老人！」。エンディングで盛り上がった

「威風堂々」が、フェスティバルのＢＧＭに思えた。誇り高く、心を一つに、私たちのアスカーラ！ 

（情報サポーター 山口 郁子） 

バザー 

雑貨や生活用品など

盛り沢山のバザー 

ドキドキつかみどり 

掴めるだけ掴んで 

お菓子がたっぷり 

うきうき工作体験 

ティッシュの箱で 

アンパンマン 

子ども市 

手作りのゲームやおもちゃ

アクセサリーのお店が並ぶ 

アスカーラマルシェ 

手作り雑貨やアクセサリー 

マッサージや占いも 

わくわくカフェ 

無料で飲み物お菓子を提供 

みんなＤＥ遊ぼう 

噂のコミュニケーションマー

ジャンや男女共同参画カルタ

で大人も子どもも熱中 

新聞掲示物「窓」の一年 

写真でつづるアスカーラの一年 

壁新聞「ほっぷ」、 

情報誌「すてっぷ」の一年 

懐かしくて眺め入ってしまった 
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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 

 

 

めん 

*ひとりごと* ある日、テーブルに置いた記憶を最後

にお守りのブレスレットが姿を消した。それ以来、何

かと巧くいかない日が続いている気がする。先日吉野

ヶ里句会に出席した。会員の方々の手作り料理、フラ

ダンス、落語、そして会長手作りの竹のカビンに花等

毎年変わらぬ温かいおもてなしの会であったが、いつ

もと違ったのは入選句なしという淋しさであった。こ

れもお守りを無くしたからと勝手な理由をつけて、暫

く句は作らないと決めた。そんな時テレビのニュース

でリオ五輪では控えの選手で悔しい思いをした卓球の

平野美宇選手の優勝を知った。努力と耐える事の大切

さを痛感し、たくさんの句会に出席して、深い味わい

のある句が作れる様になろうと思い直した。今年はふ

るさとの桜 ・荒城の月の岡城跡 ・秋月 ・朝倉 ・水城跡と

それぞれの風情のお花見を楽しむ事が出来、おち込ん

でいた気持ちを優しく包んでくれた。夢は桜前線を追

って全国を巡る事である。お守りは何処かに隠れた

まゝだが、きっと何処かで守ってくれている事を信じ

ている。近々ボランティアガイドのデビューとグルー

プでのギャラリー出展が待っている。 

色々な夢を追い叶えながら、仲間達と 

楽しく過ごせる事を願う日々である。 

（情報サポーター 市瀬 主充子） 

6月の男女平等推進センター 
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