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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 「情報サポーター養成講座」   「大野城市男女共生講座④」 

・ 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 

 

 

・ 相談室のご案内 

・ ひとりごと 

・ 今月のアスカーラ 

詳細は 4ページにあります 

2018.2.3(土) 
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講座は新しく情報サポーターとして活躍してくだ

さる方や現サポーター、また文書作りに興味をお持

ちの方々のスキルアップを目的に開催。 

 

初めに何を伝えたいか、何を書きたいかをきちん

と整理する。何を誰にどのように伝えるかを考える。

事前にメモすることで自分の言いたいことが無駄

なく整理され、文章作りが簡素化される。 

▽第 1 回 取材・文書作成をする上での心構え 

右のような「有村文章塾ワークシート」を活用す

ることで、何が一番重要か、伝えたいことは何かを

明確にすることができた。 

▽第 2 回 4 コマ漫画を要約してみよう 

4コマ漫画で何を表現したいかを起承転結、6W3H

を頭に入れて、160文字で文章にする。次に120文

字、80文字、最後は 40文字以内でと自分の一番伝

えたいことを書く演習。色や音などの五感を入れる

ともっと豊かになるなどの適切な指導もあって、皆

さんの多様な表現力にただ驚くばかり。 

▽第 3 回 写真や図形を文章で説明してみよう  

写真と地図記号の二つを文章化。写真では一つの

場面から想像を膨らませ、文章に起こす。地図記号

は絵描き歌の要領でどんな形をしているのかを説

明。相手が説明を聞いて正しい記号を書くことがで

きれば、伝わる文章だといえる。 

 

有村文章塾ワークシート 

①  読者の設定（文体 入れたいキーワード） 

②  6W3H（必須の4W・具体化の2W3H） 

〇 4W 

☆ When 

 

☆ Where 

 

☆ Who 

 

☆ What 

 

〇 2W3H 

・Why 

 

・Whom 

 

・How 

 

・How many 

 

・How much 

 

以上の項目を一つ一つ具体的にまとめてメモする。 

 

③ 起・承・転・結 

▽「結」で一番伝えたいことを決める。次に書き出

しのヒント、選ぶ題材などを②と同じ要領で枠内に

まとめてみる。文章の表現は人それぞれの感性によ

り異なる。各枠の広さや順番は必要に応じて変化す

るであろうし、特にこだわる必要はないのでは。 

 

三十数名の受講者はそのほとんどが女性で、しか

も若い人が目立ちました。非常に熱心で文章作りに

手慣れたものがみえて、今後の情報サポーターの活

躍がますます楽しみです。 

（情報サポーター 原田 久） 

平成29年度 情報サポーター養成講座 (全3回) 

伝える！伝わる！アスカーラ文章塾 

日 時：10月29日、30日、11月6日（月） 

講 師：有村 千裕さん（有村文章塾 主宰） 

伝えたいことは 対象は 心に響く … 

いつ 日時は … 

どこで 場所は … 

誰が 主体は … 

何を 伝える内容は … 

なぜ 理由は … 

いくら 費用は … 

どのように 方法は 文体は … 

誰に 対象の相手は 読むのは … 

どのくらい 枚数は 部数は … 
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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】1 月 27 日（土）10：00～13：00 

【講 師】藤吉 和男（料理ブロガー「筋肉料理人」） 

【定 員】24 名（申し込みは先着順） 

【会 場】調理実習室（2 階） 

【持ってくるもの】エプロン、布巾、三角巾（バンダナ可） 

「ワークライフバランス」や「女性の働き方」などについて、地域や学校、グループ・サークル、職場で 

“学びたい” “知りたい”とお考えの皆さん、アスカーラおでかけ教室をぜひご利用ください。 

藤吉 和男 
（料理ブロガー「筋肉料理人」） 

TV の出演経験もある人気料理ブロガーによる、男性のための料理教室です。 

楽しく体を動かしてリフレッシュしましょう！  ※年間一括募集となります。 

＜昼の部＞が 

対象です 

【期 間】4 月 12 日（木）～2019 年 2 月 21 日（木） 全 16 回 

【時 間】＜昼の部＞13：30～15：00 

＜夜の部＞19：00～20：30 
 

【講 師】＜昼の部＞藤 像救子、船越 光子（日本健康体操連盟） 

     ＜夜の部＞土井 孝子（日本健康体操連盟） 
 

【内 容】ソフトジム（ゴムボール）を使った運動、 

ソフトエアロビクス・ヨガなど 

     ※期間中 6 回、10 分程度の男女共同参画のミニ学習会があります。 

【定 員】昼の部・夜の部ともに 70 名（申し込み多数の場合は抽選） 

【受講料】4,000 円 ※講座開始後の返金はいたしません。 

※ソフトジム（ゴムボール）をお持ちでない方は、別途代金 1,200 円が必要。 

【会 場】多目的ホール（1 階） 

 

【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ていきます。講師料はアスカーラ負担 

【費 用】材料費等は利用団体負担 会場は利用団体にて手配（大野城市内） 

【申 込】開催希望日 1～2 か月前までに要申込 

【受講料】無料   【材料費】1,000 円 

【対 象】概ね 50 歳以上の男性 

※詳細についてはチラシ・ホームページをご覧ください 

【申  込】2 月 1 日（木） 

10：00 より受付開始 

【申込期限】3 月 9 日（金）必着 

※体験・見学を 1/18・25、2/1 に実施し

ます。ご希望の方はお申し出ください。 

【決定通知】申込者全員に 3 月下旬

ごろ、ハガキでお知ら

せします。 

http://www.madokapia.or.jp/
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つかまり立ちが得意な けいぞ

うくん（10か月）。 

野菜のおもちゃやトーマス、絵

本などいろいろなものに興味

津々です♪ 

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☀ 

○おひざでだっこ「おはなしのへや」 

・よちよち（1・2歳児） 

1月 9日（火）10：30～ 

・ぴよぴよ（妊娠中・0歳児） 

1月 16日（火）10：30～ 

○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”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。 

○1月のお楽しみ会はありません 

13：00開演（12：30開場） 

大野城まどかぴあ 1階 大ホール 

講師プロフィール                     

昭和 39年生まれ。小学校 1年生から柔道を始め、昭和 53

年、第 1回全日本女子体重別選手権大会（50㎏級）に最年少

（当時 13歳）で優勝。世界選手権では、昭和 59年第 3回大

会で、日本女子として初の金メダルを獲得。63 年、ソウルオ

リンピックでは銅メダル。現在は、筑波大学にて教鞭をとる傍

ら、柔道のみならず、スポーツ全般の普及発展に努めている。 

アスカーラ 

バザー 

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 表彰式 

大野城市の小中学生から募集した、男女共同参画に関す

る図画ポスターと標語の優秀作品の表彰式を行います。 

作品の展示も行いますので、ぜひ見に来てくださいね。 

 

「ズートピア」

イベントの来場者へのスペシャルプレゼン

トとして、終了後すぐにディズニー映画 

の上映会を行います！ 

あわせてお楽しみください♪ 

スペシャルプレゼント 
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ミディアムカー・マークⅡ

の生産工場として平成 4 年に

生産を開始した「トヨタ自動

車九州」。早いもので今年は 25

年目になる。生産能力も創業

当初は、年間 20万台だったが

現在は43 万台と云う。今回、高級車・レクサスの生産

工場として、トヨタグループを牽引する工場の現状を

聞くことができた。地元ではトヨタ宮田工場と呼ばれ

てきた企業である。 

 
 

トヨタ自動車九州では、これ

までの代表的な取組みの一つ

として、技能職（製造ライン・

設備保全など）で女性の積極採

用に力を入れてきた。2017年 4 月時点で289名、全体

では 4.3％となっており、育児支援に関する社内制度

の充実が図られている。例えば「妊娠～出産～仕事と

育児の両立まで」と題して、人事担当者や上司のきめ

細やかな面談の実施。妊娠期の働き方、育児期の働き

方について相談にのるとともに、両立支援セミナーを

行い両立の不安を払拭し、キャリア中断などを防ぐ課

題解決に向けて企業努力が行われているという。これ

ら総合的な子育て支援が評価され、県より事業所知事

表彰を授与されている。 

 
 

一方、男性の育児休暇取得については、まだまだ少

数であると講師は打ち明けていた。働く女性への支援 

 

はもとより、育児をしている男性を職場の仲間で支え

あうといった意識を持つように取り組みたいとも述

べていた。 

 

 

このように、トヨタにおいても改善ばかりでなく、

多様性に応じた諸制度が取り入れられている。また、

トヨタでも「ダイバーシティ」の推進が重要な課題だ

そうである。この言葉を訳すると多様性となるが、組

織においては「多様な人材を活かす戦略」といわれて

いる。様々な違いを尊重して受け入れ、「違い」を積極

的に活かすことが推奨されている。変化し続けるビジ

ネス環境や多様化に対応し、企業の優位性を高めるこ

とに繋げることになると有識者は説く。 

 
 

日本においても、現在は人権等の本質的な観点だけ

でなく、将来的な少子高齢化による労働力確保の観点

から取り組まねばならない企業が増加しているそう

である。いま思うに「ダイバーシティ」を実践してい

るのは、幼稚園ではないだろうか。私の孫が通う園を

みてみると良く解る。性格、発育状況など様々な違い

を持つ幼い園児たちが得意分野を活かして、運動会、

遊戯会と成し遂げるのを見ていると・・・ ちなみに

園の標語は「やればできる」である。 

（情報サポーター 倉町 賢一郎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 第 5 回の講座では、今回の講演を受けての館外研修 

でトヨタ自動車九州・宮田工場を見学しました。 

大野城市男女共生講座 第4回 

テーマ：「仕事と育児の両立支援 

～トヨタ自動車九州の取組み～」 

日にち：11月7日（火） 

講 師：髙須賀 勝俊さん 
（トヨタ自動車九州株式会社人財開発部労政室） 

会社概要 

トヨタ自動車九州株式会社 

創 立 / 1991年2 月8日 

本社所在地 / 福岡県宮若市上有木 1 番地 

資 本 金 / 450億円 

事 業 内 容 / 自動車及びその部品の開発～製造 

株 主 / トヨタ自動車㈱の 100％出資 

従 業 員 / 約 7,500 名(2017 年 4 月現在：正社員のみ) 
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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☆ 

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

*ひとりごと*  あそぶ 
 

正月の遊び、昭和 22 年生まれの 

わたしは、子どもは外で遊びなさいと 

いわれ、友達と独楽回し・凧揚げ・ 

竹馬に興じたものです。凧は自分でも作ったもので

す。また、竹馬などは親父が作ってくれました。家の

なかでは父母兄姉とカルタ・すごろく・福笑いで遊び、

特に福笑いでは大笑いしたものです。わたしも娘二人

の親となり、同じような遊びに興じました。孫たちと

も同様に、一緒に凧を作り飛ばし、竹馬を作ってあげ

乗り方を教えて過ごしました。さすがに福笑いはしな

くなりました。現代っ子の正月の過ごし方はどうでし

ょう？ みんながそうではないでしょうが、親子は

別々にゲーム機にはまり、遊興施設等で過ごすのが一

般的のように見受けられます。今年の正月は、特別に

“むかしのあそび”で、子どもと遊んでは？ 違う世

界が見えてくるのでは？ 

（情報サポーター 下大利いもだんしゃく） 

月の男女平等推進センター 
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