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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。 

▼ＣＯＮＴＥＮＴＳ▼ 

・事業レポート 「育休カフェ&トーク①」  

「大野城市男女共生講座②」 

・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？「女性に対する暴力根絶のためのマーク」 

・相談室のご案内 

・ひとりごと 

・今月のアスカーラ 

ポスター関連記事 4ページ 
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 「アンガーマネジメント」とは怒りに

よって後悔しないためにどうしてい

くのか考えて行動すると言う意味。

自分では頑張っているのにうまくい

かなかったり、時間に追われたり

するとついイライラして、小さな出

来事にも怒りを爆発させてしまう。そんな怒りの感情をコ

ントロールして後悔しない毎日を過ごすコツを一緒に考え

る講座だった。 

 

 先ず、怒りの温度（自分の表現）を測る意味で、自分の

感情を 0～10に分けて書いてみる。 

10…人生最大の怒り 

9…コノー！（拳を上げる、掴みかかる） 

8…ちょっとー！（思わず声を荒げる） 

7…いい加減にしてよ！（歯を食いしばる） 

6…何だこいつ！（鼻息が荒い） 

5…ムカつく！（胸のムカムカが止まりにくい） 

4…はあー！（眉間にしわを寄せ、眉が吊り上がる） 

3…イライラする（指で机をトントン…） 

2…それはないんじゃない！（目を丸くする） 

1…ちょっと～（胸がもやっとする） 

0…穏やかな状態 

感情表現を基に 2～3 人 1 組で自己診断をしてみる。

怒りの感情ピークは長くても 6秒。6秒待つためには頭に

きていること、イライラしている事を指で自分の手のひら

や太ももに書いてみる。その間に怒りの温度が少し下がり、

攻撃性が和らぐという。 

怒りの性質は高い所から低い所へ流れる 

○身近な対象ほど強くなる（家族等） 

 

○矛先を固定できない 

○伝染しやすい 

○エネルギーになる 

後悔しないためにはどうしたらいいのか？ 

・相手に何かを伝えること（Ⅰメッセージ、リクエスト） 

・相手に「そうすればいいのか！」と気づいて貰う 

・先程の怒りを相手に上手に伝えてみたらどうなるか 

 怒りは第 2 の感情というが、第 1次感情の中で不安や

疲れ、苦しい、悲しい、辛いことで心の器が溢れると怒り

が爆発する。怒りの感情を鎮めるには怒る理由を知り、

元となる 4つの怒りを分析し、理想と現実のギャップを知

ることだろう。 

☆強度が高い…小さな事でも激昂する 

☆頻度が高い…しょっちゅうイライラしている 

☆持続性がある…根に持つ 

☆攻撃性がある…モノに当たる、他人を傷つける、 

自分を傷つける 

 
最後に全体をまとめてみると 

〇怒りの感情は自然のもの 

〇怒りは第2の感情である 

〇その正体は「～べき」 正しいと思えるが…？ 

〇怒りの温度 

〇6秒待つ 

〇反射的に怒らない 

〇上手に怒れるように練習しましょう 

「育休カフェ」の取材は今年で3回目になる。育休中で

も子育てと職場復帰に悩む人は多いらしく、今回は男性

も含め初参加の受講者がほとんどを占めていた。さて、

受講生の皆さんの自己診断はどうだったのでしょう。 

（情報サポーター スピカ） 

育休カフェ＆トーク 第1回 

テーマ：「家庭も職場もうまくいく！ 

アンガーマネジメント」 

日にち：8月26日（土） 

講 師：礒田 香織 さん 

（やさいのおうち代表、アンガーマネジメントファシリテーター） 
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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 

【日 時】12 月 15 日（金）10：00～12：00+交流会  【定員】30 名（先着順）  【受講料】無料 

【講 師】尾崎 えり子（㈱新閃力代表取締役・Trist 代表）  【会場】303 会議室（3 階） 

【申込み】12 月 10 日（日）までにコワーキングラボおおのじょう実行委員会へお申し込みください。 

     メール：mamaile.smile@gmail.com  電話：080-1728-2560 

【日時】12 月 9 日（土）13：30～15：30  【会場】306 会議室（3 階）   

【講師】松田 美幸（福岡県男女共同参画センター「あすばる」センター長）   

共催 
事業 

【日時】平成 30 年 1 月 28 日（日）13：30～15：30  【会場】301 会議室（3 階） 

【講師】辻本 美恵子（筑紫野市議会議員）、宗 晶子（築上町議会議員） 

【定 員】第 1・2 回：30 名、第 3 回：24 名（いずれも先着順）  【対象】概ね 50 歳以上の男性 

【受講料】無料（ただし、3 回目は材料費 1,000 円程度が必要です） 

【申込み】11 月 2 日（木）より受付開始 

回 日時 会場 内容 

1 

平成 30 年 
1 月 13 日（土） 
10：00～12：00 

301 会議室 

（3 階） 

プロにきく！スマホを使った写真撮影術 

福田 一也（株式会社 新通エスピー） 

使用されているスマートフォンやタブレットをご持参ください 

2 
1 月 18 日（木） 
10：00～12：00 

301 会議室 
（3 階） 

ソノ時に備えて！楽々介護テクニック 

田上 美里（麻生医療福祉専門学校福岡校非常勤講師） 

3 
1 月 27 日（土） 

10：00～13：00 

調理実習室 

（2 階） 

旨いものを作って食す！男の料理 

藤吉 和男（料理ブロガー「筋肉料理人」） 

 

主催：コワーキングラボおおのじょう実行委員会（ままいる・アスカーラ・大野城市） 

共催：福岡県男女共同参画センター「あすばる」 

【定員】40 名 

【受講料】無料 

【定員】30 名 

【受講料】無料 

http://www.madokapia.or.jp/
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みわちゃん（1歳）はアンパン

マンと絵本が大好き！ 今日は

どんな絵本をママに読んでも

らうのかな？ 

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☀ 

 

○11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 
 

○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。 

「女性に対する暴力撤廃国際日」

である 11 月 25 日までの 2 週間は、

毎年「女性に対する暴力をなくす運

動」の実施期間です。女性への配偶者

等（夫婦・親子・友人・知人…）から

の暴力、性犯罪、売買春、セクシュア

ル・ハラスメント、ストーカー行為や

人身取引などの女性に対する暴力

は、女性の人権を著しく侵害するも

のであり、決して許される行為では

ありません。 

性別や年齢などに関係なく、ひと

りひとりが個性を活かし前向きに生

きることのできる幸せな社会が男女

共同参画社会です。 

ご
存
知 

で
す
か
? 

女性に対する暴力根絶 
のためのマーク 

女性に対する暴力をなくす運動 
11 月 12 日（土）～25 日（金） 

このマークは、女性が腕をクロス

させた姿を描いています。女性の

表情、握りしめたこぶし、クロスさ

せた腕により、女性に対する暴力

を断固として拒絶する強い意志を

表しています。 

男女共同参画社会の実現のために、

アスカーラでは 無料相談を実施し

ています。 

総合相談：平日および第 2・4 土曜

日の 9時から 17 時 

法律相談：第 1～第 4木曜日 

臨床心理士による相談：火・木曜日

（月に各 2回ずつ） 

相談は全て女性の相談員や弁護士が

お聴きします。 

また、期間中には啓発周知のための

講演会等を行うほか、3 階アスカー

ラギャラリーではパネル展示も行い

ます。各種相談機関の紹介もありま

すので、ぜひご覧ください。 
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今回は男性介護者の実態

を中心とした内容の講座で

した。あいにくの雨にもか

かわらず多くの方の参加が

あり、このテーマに関する

関心の高さを感じました。 

日本の介護保険制度は、ドイツのものを参考にし

て平成 12 年 4 月に制定されました。厚生省（当時）

からの説明のもと、開始から 17 年経過しましたが、

この制度はいつまで続くかと言われています。平成

28 年の国民生活基礎調査によると、介護する人・さ

れる人が共に後期高齢者（75 歳以上）という世帯は

三割を超え、老老介護の比率は高まっています。そ

んな現状もあり、介護殺人、介護心中等の悲劇が

1998 年～2015年までの 18年間で 716件発生して

いるそうです。今や介護者の 3 人に 1 人は男性介護

者と言われ、その数は

100 万人を超えていま

す。さらに介護を必要

とする人のうち 4 人に

1 人は単身高齢者で、

娘や息子が通いながら

介護しているなどの問

題が山積しています。 

介護者の中でも特に

男性は介護問題について一人で抱え込みやすい傾

向にあるそうです。男性介護者の孤立を防止するた

め、各地で様々な介護者の会の組織化がなされてい

る事例を紹介されました。そして、介護を排除して

成り立つ暮らしや働き方ではなく、介護のある暮ら

しや働き方を社会の標準としたいと結ばれました。 

今回の講座は男性介護者に焦点を当てていまし

たが、介護の悩みは誰もが持つものです。先日、あ

るテレビ番組で橋田 壽賀子さんが「介護で迷惑を

かけたくないから安楽死を望んでいる」と語る内容

の放送が反響を呼んでいたのも記憶に新しい出来

事です。1963 年、100 歳以上の高齢者は全国で 153

人。今年は 67,824 人の方々が 100 歳を迎えられ、

その内 88％が女性との発表がありました。これか

らの長寿社会での健康寿命延伸をめざし、いろいろ

な対策が取られています。介護する人と介護される

人双方が、安心して授かった命を全うすることの出

来る制度の確立を願っています。 

（情報サポーター 市瀬 主充子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大野城市男女共生講座 第2回 

テーマ：「いつか来る介護に備えて 

～男性介護者の実態～」 

日にち：9月7日（木） 

講 師：津止
つ ど め

 正敏
ま さ と し

さん 
（立命館大学産業社会学部教授） 

介護のある暮らし 

 

 

 

 

男性介護者と支援者の全国ネットワーク 

（略称：男性介護ネット） 

 

 

 

 
 

2009年 3月に発足し、男性介護者と支援者の

全国的なネットワークづくりをすすめる組織。

津止先生はこの組織の事務局長を務めていらっ

しゃいます。 

介護する側もされる側も、家族介護者の男性

も女性も、誰もが安心して暮らせる社会になる

よう次のような目的で活動しています。 

１．各地で誕生しつつある男性介護者の会や支

援活動について、相互の交流や情報交換を

促進します。そして、男性介護者の孤立の

解消と地域を基盤とした男性介護者相互の

支え合いの仕組みづくりを支援します。 

２．家族介護者支援についての調査研究や政策

提言も積極的に行います。 

 

◆所在地：京都府京都市 

（平成28年度 国民生活基礎調査より） 
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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☆ 

㉗

㉘

*ひとりごと* 「優しい雨」 
 

ある雨の日の午後のことでした。私は友人とコンビニ

エンスストアでお茶を飲んでいました。そこへ小学校2,3

年生位の女の子が困った顔で店を出たり入ったりしてい

ました。そして店の中をグルグル回っては傘もささずに

お店の駐車場を行ったり来たりしていました。何かを探

しているようです。 

 その子の様子に気づいた 2 人の店員さんが女の子に訊

ねたところ「お財布をなくした」とのことでした。でも

何度探しても見つからないのです。「ここじゃないかも」

と悲しそうにつぶやく女の子。店員さん達は熱心にその

子の話を聴いて、一生懸命にお財布の経路をたどりまし

た。しかし、まだ見つかりません。 

 すると、しばらくして、宅配便の集荷に来られた運転

手さんが「これ落ちていましたよ」と、なんと駐車場で

拾ってくれていたのでした。私達は、「ほっ」とした安堵

感に包まれました。 

 私は、諦めずに一途に探した女の子の見つかった時の

笑顔と、その子のために懸命に探したお 2 人、それから

拾ってくれた運転手さんに、何だかキラキラとした心の

宝石を見たような気がしました。 

 そして、それまで「ざあざあ」と降っていた雨が、「優

しい雨」に感じた瞬間でもありました。 

(情報サポーター 櫻井 紀子) 

月の男女平等推進センター 
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