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▼ＣＯＮＴＥＮＴＳ▼ 

・事業レポート 「再就職チャレンジ講座 講話」 ・「男女共同参画条例制定記念講演会」 

・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？ 「ソジハラ」 

・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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この日は、結婚・育児な

どの理由で退職し、再就職

を本気でめざす女性を応

援するための講座（4 月 17

日～7 月 13 日 全 25 回）

の開講日。一児の母であり

OL 経験もある園田 博美さんから「将来設計とキャ

リアプランを考える」と題して、なりたい自分の姿

をイメージするグループワークを行ないました。 

まず始めに 3～4 人のグループ内で 1 人ずつ 1 分

以内に①名前 ②最近のマイブームとその理由 を

発表。次に 3 分以内で③私の思う「キャリア」って？ 

④本日のセミナー終了時どうなっていたいか？ を

話し合いました。 

 

 

 

 

 

 

 

キャリアには客観的側面を持つ外的キャリアと

主観的側面を持つ内的キャリアがあり、内的キャリ

アの 3 つの要素、興味・関心（～したい）、能力・

才能（～できる）、価値観（～大切）のすべてに合致

するのが『天職』だそうです。 

園田さん自身も英会話スクールでの勤務が『天職』

で結婚・出産を機に退職されて専業主婦になったも

のの、出産後 10 ヵ月で「自分には専業主婦はムリ!!」

と起業されたそうです。「専業主婦には才能が必要」

と言われたのがとても印象的でした。 

次に「キャリアデザインするという行為は選択や

意思決定をするということよりも多くの場合、能力

を高めることに費やされる。自分自身の能力をいか

に高めるかという戦略や行動によるもの」と教わり

ました。 

具体的には「めざす

仕事の業界、めざす仕

事（職業・職種）を紙

に書き出し、現在の自

分の基本スキルの強

み・弱み、強化する専門スキルを分析する。さらに、

○年後のなりたい自分の姿やチェック方法も自分

で決める。また、[この半年間の TO DO＆チェック]

表を作り、TO DO の項目ごとに半年ごとのチェック

をしていく」と説明されました。 

今回の講座は大変人気があり、定員を上回る応募

があったそうです。結婚・出産後に家事・育児をし

ながら、さらに再就職に向けて仕事で役立つスキル

を学ぶ受講生のママ達に心からエールを送ります。 

私自身も同じ子育て中のママとして○年後のな

りたい自分の姿をイメージすることから始めてみ

ようと思います。  （情報サポーター 松田 知子） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再就職チャレンジ講座 第1回 
※この講座は再就職をめざす女性を対象とした 
日商PC検定3級の資格取得のための講座です。 

再就職準備講話 

テーマ：「将来設計とキャリアプランを考える」 

日にち：4月17日（月） 

講 師：園田 博美さん 

（株式会社キャリア研究所 代表取締役） 

他
の
受
講
生
と
話
す
こ
と
で 

新
し
い
発
見
も
！ 

※アンケートより抜粋 

どういう自分になりたいかなど考えたこ
ともなかったので、これから少し考えて
みたいと思います。 

久しぶりに座って講話をきいて、 
何かやる気がわいた。まだ具体的な 
目標はないけれど、資格取得に向かって 
がんばろうと思った。 
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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・イベントは 

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 

毎年大好評の男女共生講座が８月からスタート！

今年も素敵な講師をお迎えして、様々な分野から

みなさんの好奇心を刺激します。 
回 日 時 テーマ・講師 

１ 8月 25日（金） 
少子・超高齢社会とこれからの子育て 

林田 スマ、若山 純哉、中島 宏昭、他 

2 9 月 7 日（木） 
いつか来る介護に備えて～男性介護者の実態～ 

津止 正敏（立命館大学産業社会学部教授） 

3 10月 5日（木） 
法律にからむ男女平等 

岩城 和代（岩城法律事務所 弁護士） 

4 11月 7日（火） 
いきいきと働ける職場づくり

トヨタ自動車九州㈱社員 

5 館外研修 
トヨタ自動車九州生産工場 見学 

 

【定 員】120 名 

（第 5 回のみ 100 名） 
 

【時 間】10：00～12：00 

（第 5 回のみ 9：30～14：00） 
 

【受講料】無料（第 5 回のみ別途） 

【会 場】多目的ホール（１階） 

※第 5 回の館外研修の申込は第 3 回の

講座終了後に受け付けます。なお、館

外研修のみの参加はできません。 

【期 間】8 月 18 日（金）～11 月 8 日（水） 
     （全 28 回 月・水・金曜日） 

【時 間】18：30～21：00 

【講 師】高島 喜代美（福岡地区職業訓練会講師） 

【会 場】304 会議室（3 階） 

【定 員】30 名（先着順） 

【受講料】23,000 円（テキスト代・資料代含む） 

【申込方法】電話にて受付 

【申込期間】7 月 25 日（火）まで 

【申 込 先】筑紫地区商工会職業訓練会 
電話：092-581-3412 
FAX：092-581-3703 
住所：大野城市瓦田 2-6-12 

経理事務に欠かせない会計知識を学びましょう。 
簿記初心者の方でも大丈夫です。 

コンピューターを使って製図を行う CADソフト 
「JW-CAD」の講習会です。 

【期 間】8 月 28 日（月）～9 月 11 日（月） 
     （全 5 回 月・金曜日） 

【時 間】18：30～21：30 

【講 師】竹中 ひとみ（㈲アキラ企画 代表取締役） 

【会 場】202 会議室（2 階） 

【定 員】20 名（先着順） 
【受講料】8,000 円（テキスト代・資料代含む） 

※商工会員の場合は 5,000 円 

【申込方法】FAX にて受付（詳細はチラシをご覧ください） 

【申込期間】7 月 18 日（火）～8 月 4 日（金） 

【申 込 先】筑紫地区商工会職業訓練会 
電話：092-581-3412 
FAX：092-581-3703 
住所：大野城市瓦田 2-6-12 

共催 
事業 

共催 
事業 

大野城市在住・在勤で、生活保護・児童扶養手当等を受給している人を対象に受講料一部補助制度があります。 

詳しくは男女平等推進センター（092-586-4030）へお問い合わせください。 

http://www.madokapia.or.jp/
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参考：なくそう！ＳＯＧＩハラ（ホームページ） 
毎日新聞（2017.5.11） 
ＮＨＫニュース （2017.5.15） 
朝日新聞デジタル （2017.5.26） 

 

けんとくん（９か月）は元気い

っぱいな男の子。音が鳴るもの

に興味津々で、ママと一緒にい

ろいろなおもちゃで遊びまし

た。また来てね！ 

ご
存
知 

で
す
か
? 

ソ
ジ
ハ
ラ 

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☀ 

○7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 

 
○7月 3日（月）10:30～ 
担当：大野城子ども劇場 

 
※毎月第 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。 

オンナ等） ②いじめ・無視・暴力 ③

望まない性別での生活の強要 ④不

当な異動や解雇、不当な入学拒否や

転校強制 ⑤誰かの SOGI について許

可なく公表すること。このような

SOGI ハラが原因で多くの当事者が心

に傷を負い、自ら命を絶つケースも

あります。 

2017年1月から、国家公務員の就業

規則に性的指向や性自認の偏見に基

づく言動についての規則が盛り込ま

れ、また、教育現場では LGBTに特化

した教員研修が全国 6 割の教育委員

会で行われるなど、世間では少しず

つ理解が広がってきました。「セクハ

ラ」のように「SOGI ハラ」という言

葉も世間に広まれば、多くの人が意

識するようになることでしょう。 

「SOGI（ソジ）ハラスメント」（略

称：SOGI ハラ）とは、同性愛や性同

一性障害など性的マイノリティー

（LGBT）の人たちへの差別や嫌がら

せのことです。 SOGI は「 Sexual 

Orientation（性的指向）」と「Gender 

Identity（性自認）」の頭文字で、好き

になる相手の性と自己認識する性を

示す言葉として国際的に使われてい

ます。2017年3月、当事者や支援者で

構成された団体が差別の実態を知っ

てもらうために「SOGI ハラ」という

言葉を作りました。 

それでは、どのような言葉や行為

が SOGI ハラに該当するのでしょう

か。大きく分けて SOGIハラは 5 つに

分類されています。①差別的な言動

や嘲笑、差別的な呼称（ホモ、オトコ 

準備中 

を利用してみませんか？ 

アスカーラおでかけ教室とは・・・ 

地域や学校・グループ・職場などの「知りたい」、「学びたい」を応援するために 
ご希望の内容に合わせて講師を選定し、ご指定の会場まで出張して講座を行います！ 

対象 大野城市内在住か勤務・通学している 5名以上のグループ・企業な
ど。 

講師 内容に応じて一緒に考えます。講師料は無料です。 
材料費等は実施団体負担となります。 

会場 主催団体にて手配をしてください。 

申込 開催希望日 1か月前までに要申込。（窓口に申込用紙があります） 
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「先進国の中で労働時間が長く、

日本の働き方はおかしい」開口一

番がこの言葉だった。確かに筆者

の現役時代から 10 年以上経って

いるが、長時間労働は変わってな

いし、賃金所得も伸びていないよ

うだ。他の先進国より長く働いても経済は成長せず、

貧しい国になっている。一人当たりの国民所得は

1977 年ごろまでは先進国の中でも 1～3 位で、韓国

の 2 倍だったのが今では肩を並べている。先進主要

国の 1997年を100 としたら、2012 年の実質賃金指

数はイギリス 123、フランス 120、ドイツ 111、ア

メリカ 110、日本は 92 と減っている。国税庁の『民

間給与実態統計調査』で同年から 2015 年までの年

収推移を調べると男性が577万から520万へと10％、

女性は280万から272 万と3％低下し働く人は貧し

くなっている。原因は、多くの企業がムダな仕事を

へらして、生産性を向上させていくことが重要であ

ると気づいていない所にある。この間に日本人の中

で格差が拡大した。雇用者報酬の減少や労働分配率

の低下で、法人企業の経常利益倍増となって表れ、

非正規労働者が急増した。同時に日本人の貧困化も

進行した。また、この 20 年間の学生生活にも影響

がある。親からの仕送りは減り、学生はローンの返

済でアルバイトの掛け持ちなど、ブラックバイトを

余儀なくされている。賃金の減少だけでなく年間労

働時間が異常に長い。年休取得率も50％を切ってい

る。厚生労働省で働く教え子の中に 2015 年の年平

均残月間残業が160 時間になる者もいる。これは過

労死ラインに届く時間である。労働基準法を遵守さ

せる役所のはずがどうなっているのか疑問である。 

元祖ホワイト企業 

岐阜県にある社員800名の未来工業は電気設備資

材メーカー。テレビでも話題になった創業者の山田

社長が上げる自社のコンセプトや職場環境の特徴。 

1. 好業績と「常に考える」という方針 

2. 年間労働時間は 1341 時間 25 分 

3. ワークライフバランス実現で家庭もしあわせ 

4. 年功序列賃金・終身雇用制度、70 歳定年制 

5. ホウレンソウ（報告・連絡・相談）禁止 

6. ノルマが無い 

他に「残業なし」を宣言した第一勧業銀行高田馬場

支店長の話など、トップが率先して残業を減らす工

夫をすれば業績向上にもつながるという。 

 
久留さん…女性の大活

躍推進福岡県会議とは

産業界が中心に設立し

た運動体で、能力や意

欲のある女性人材の活躍が必須であるとの認識か

ら地域経済の活性化を図るため、H25年5月に設立。

本会議において重点とする活動は 

① 女性管理職比率等の目標・設定実現(自主宣言)  

② 女性の能力・意欲を高める活動(WE-Net 福岡) 

③ 育児支援等の社会環境を整備する活動 

鴛海さん…(有)ゼムケンサービスは社員 8 名（内女

性 6 名) で建設現場主体の仕事。ワークシェアリン

グシステムは物件ごとのチーム制で各自の成果が

人事評価の対象。個人ごとの粗利目標と現状を明確

にし、朝礼は ITで他チームの状況を把握する。2013

年に「女性のチャレンジ賞」を初め「内閣府特命担

当大臣賞」等を受賞。環境を作る会社なので働き方

改革は、お金と時間を考えて会社と共に克服してい

きたい。 

遠藤さん…働き方を変えていくにはトップや管理

職だけでなく一人ひとりが常に考えていく必要が

ある。最近のテレビニュースで各企業も働き方改革

を模索し始め、全体の80％近くが取組み始めている

と言う。      （情報サポーター スピカ） 

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 

～働き方が変わる～ 
日にち：4月 29日（土） 
 

第 1部：講演 日本のワークライフバランスの現状と 

働き方改革 

講 師：遠藤 雄二さん（九州大学大学院経済学研究院准教授） 
 

第 2部：パネルディスカッション 

パネリスト：久留 百合子さん（女性の大活躍推進福岡県会議共同代表） 

鴛海 奈緒子さん（有限会社ゼムケンサービス取締役） 

コーディネーター：遠藤 雄二さん 
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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*   門扉から玄関までの飛び石の左右

に猫の額ほどの築山。私の嫁いだ後に、両親が建てた

マイホームのささやかな庭である。帰省やお産で滞在

しただけの家だが、夏準備のサポートに新幹線で駆け

付ける。根元の落ち葉は肥料になるし、東山魁夷の「行

く秋」に見る楓は散っても風情だしと、掃除の愚痴も

聞き流してきた。はてさて、手入れの途中で築山の奥

も掻き出して欲しいと指図されて辟易。ふと、昨年京

都の神社仏閣を巡った時のことが思い出された。掃き

清められた庭の清々しさは、外国人も舌を巻くはずと

誇らしかった。母の目指す景色はそこかぁと合点が行

った。現在放映の NHK 朝ドラ「ひよっこ」の親たちの

世代が、憧れをこつこつと具現化してきた両親と重な

る。夫婦で支え合えばこそ知力・身体能力を維持して

ここまで来たが、限界も見えて来た。子が巣立ち、結

構長い老世帯の日々のその先に 

更なる難関がある。仲良きこと 

は美しき哉、あなたの人生の 

パートナーを大切に！ 

（情報サポーター 山口 郁子） 

＜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 
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