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ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

・ 事業レポート 知って「スッキリ!」 トイレの話   

いますぐ実践！ビジネススキルアップセミナー 

・ 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？「27.1％」 

 

 

・ 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。 

アスカーラまつりの記事は６月号に掲載します 
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尿漏れというのは男女に関わらず、非常にデリケ

ートな問題で、女性の 4 人に 1 人が経験者とされて

いるのに相談しにくいのが現状です。泌尿器科の医

師の中でも女性医師は全国で約 5％程度。九州でも

30 名位と言われています。講師の中島医師は 20 年

以上のキャリアを持ち、「泌尿

器科疾患」の手術を年間 100 件

行うベテラン医師です。人に相

談しにくい尿漏れ問題を医師

と理学療法士の先生から学び

ました。特に女性の尿道は 3～

4 ㎝と短く、男性と比べて尿漏

れしやすい傾向があります。尿

漏れと同様に女性に多く見られる頻尿や過活動膀

胱などの尿に関する問題や、出産を原因とした臓器

が下がる骨盤臓器脱などの病気は日常生活の妨げ

にもなります。 
 

尿漏れし易いいくつかのタイプ 

〇腹圧性尿失禁…くしゃみやお腹に力を入れたとき 

〇切迫性尿失禁・過活動膀胱…突然の強い尿意で間

に合わずに漏れる 

〇腹圧性、切迫性両方ともある場合…混合性尿失禁 
 

腹圧性尿失禁の原因は２つ 

その 1．骨盤全体を支える筋肉や靭帯が弱くなる。

原因は妊娠・出産・年齢で、出産の回数（子

どもの数）によって違ってくる。回数が多

いほど緩みやすい。 

その 2．尿道の粘膜が薄くなって起こる。原因は女

性ホルモンの減少（年齢）。 

腹圧性尿失禁の治療法として、

軽度の尿漏れの場合は、骨盤底筋

体操で予防改善できます。尿漏れ

問題は「恥ずかしい」「年齢のせ

い」と諦めて放っておくと重症化

することもあるので早めに専門

医に相談することです。 
 

ドクターからのメッセージ 

① 尿漏れで困っている人は多い‼ あなただけでは

ありません 

② 尿漏れは命取りにはならない。QOL(Quality of 

life)＝生活の質、クオリティーオブライフは悪くなる 

③ 尿漏れを治療することで生活が変わります 
 
 
 

 

第 2 部は尿漏れの予防と対策については、実際に

骨盤底筋体操をみんなでやってみて、その効果と有

効性の話を理学療法士さんから聞きました。2 ヶ月

間継続して体操を行った場合の尿失禁は 80％以上

が改善したそうです。諦めずに根気よく続けること

が重要なカギだと思います。 

今回のまとめとして…… 

・排泄はみんなに関係することです 

・排泄について正しく理解しましょう 

・尿漏れには運動で治療できるものもあります 
 

 最後は受講者から多数の質疑応答があり、悩みを 

抱えている人は結構多いんだと痛感しました。 

（情報サポーター スピカ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年度 女性の健康を考える講座 

テーマ：知って「スッキリ！」 トイレの話 

日にち：2月 6日（火） 

講師：中島 のぶよさん（高山病院 女性泌尿器科医師） 

熊丸 真理さん （高山病院 理学療法士） 

もう、悩まないで！尿失禁 

骨盤底筋体操で症状を軽く 

骨盤底筋体操（座ってバージョン） 
 

【遅い運動】 

① 椅子に座って、「おしっこを途中で止める」

ように骨盤底筋群に力を入れ、膣（男性は

肛門と尿道）を絞めます。 

② 力を入れたまま、「1,2,3,4,5」と 5秒間数

えます。 

③ 次に、「1,2,3,4,5」で力を抜きます。 

④ これを 15回繰り返します。 

 

☆1日 3セット 90回を目指しましょう！ 

中島医師 

熊丸理学療法士 
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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ヵ月～ 
小学校就学前まで 

土曜日の総合相談のお知らせ 

男女平等推進センターでは、毎月第 2・4 土曜日も総合相談を受付けています。専任の女性の相談員が
あなたの抱えている問題や悩みについてお聴きし、問題解決に向けてお手伝いします。電話または面接
でご相談できます。ぜひご活用ください。 

【相談専用電話】092-586-4035 

【相談日時】月～金曜日 毎月第２・４土曜日 ９時～17 時 

      （年末年始・祝日・休館日はお休みです） 

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。 

ぜひご参加ください。 

男女共同参画条例制定記念講演会「フェミニズムが平等の文化をつくる」 
日本のフェミニズムの特徴とは何か。日本の文化・歴史・政治がどのように影響しているのか。 

「フェミニスト」というコトバに抱かれがちなイメージをあらためて考えてみませんか。 

【日時】5 月 19 日（土）10：00～12：00         【会場】多目的ホール（1 階） 

【講師】野中 貴子（フェミニズム研究者・ジャーナリスト）   【定員】100 名（先着順）  【受講料】無料 

第３回「ブラジル番長物語 ～経験を生かしたまちづくりと青少年支援～」 
福岡を代表する繁華街のひとつ、親不孝通り。若者文化の魅力と猥雑さが混在するまちで、自身の経験を生
かした地域づくりや青少年支援に尽力する講師「ブラジル番長」に話を聞きます。「ブラジル番長」の愛称の
由来も楽しみですね！ 

【会場】301 会議室（3 階） 
【講師】吉永 拓哉 

（天神三丁目町内会長、セカンドチャンス！福岡メンバー） 

アスカーラおでかけ教室 

「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。 

こんなテーマなどで開催できます！ 

・働く女性のマネープラン  ・子どもが笑顔になる素敵なことば  ・シニアライフを楽しもう！ など 

※その他、開催テーマについてはご相談ください。 

“ゆっくりお話ししませんか “ 

◇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。講師料は無料です。材料費等は利用団体負担となります。 

◇会場：利用団体にて手配してください。（大野城市内） 

◇申込：開催希望日 1～2 ヵ月前までに要申込。     ※詳細についてはチラシ・ホームページをご覧ください。 

【日 時】7 月 7 日（土）10:00～12:00 
【定 員】40 名（先着順） 
【受講料】無料 

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 

※予約は必要ありません 
※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」 

5月 1、8、15、22日（火）10：30～ 

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 

○ お楽しみ会 

5月 17日（木）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”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。 

 

参考：「女子生徒等の理工系進路選択 
支援に向けた生徒等の意識に 
関する調査研究」 

（2018年3月・内閣府男女共同参画局） 

ご
存
知 

で
す
か
? 

％ 

る事項です。受験を視野に入れる段

階で、理系進路の選択を避ける意識

ができていると考えられます。生徒

が進路を選択・決定する上では、その

意識が芽生える過程や日頃接触する

情報源、家庭や学校等が影響してい

る可能性があります。 

日本の女性研究者・技術者の割合

は、依然として低い水準です。今後、

本格的な人口減少を迎える中で、

様々な社会の課題を解決するために

も、女性研究者等の活躍を推進する

ことは急務です。そのため、女子生徒

の理系への進路選択を促進するため

に内閣府は「理工チャレンジ（リコチ

ャレ）」として、イベントやロールモ

デル等の情報提供の取り組みを進め

ています。自分の中のイメージだけ

ではなく、様々な情報を参考にして

自分に相応しい道を選択できるとい

いですね。 

公立中学校・中等教育学校を対象

とした内閣府の調査研究によると

「将来は文系／理系どちらの進路に

進みたいか」という質問に対して「理

系」もしくは「どちらかといえば理

系」と回答した女子生徒の割合は全

体の 27.1％だということがわかりま

した。男子生徒（40.7％）と比べると

低い割合となっています。 

「理系」のイメージについても男

女間で差が見られます。女子生徒が

抱く理系の主なイメージは「受験の

ときの試験が難しそう」「学習するの

は難しい」「かっこいい」。これらのイ

メージを抱く女子生徒は男子生徒よ

りも高い割合となっています。一方、

「日常生活で役に立つ」「知識や技能

が習得できる」は、男子生徒より低い

結果となっています。特に「受験のと

きの試験が難しそう」というイメー

ジは受験時の進路選択に大きく関わ 

一緒に遊んでいた、ななちゃん

（3歳 5か月）と、こはるちゃん

（10 か月）。今日が初対面だっ

たそうですよ☆ 

平成 30年度 男女共同参画条例制定記念講演会 

今、海外では歌手や俳優など著名な女性たちが声を上げ、フェミニズムやフェミニストという言葉に 
抱かれがちなマイナスのイメージを切り崩す、新たな潮流が生まれつつあります。 
フェミニズムは決して、女性だけのものではありません。 
すべての人にとって平等な「権利と機会」について一緒に考えてみませんか。 

日 時：5 月19 日（土）10：00～12：00 

会 場：多目的ホール（大野城まどかぴあ１階） 

講 師：野中 貴子 （フリーランス研究者・ジャーナリスト） 

受講料：無料    定 員：100名 

≪講師プロフィール≫ 
佐賀県伊万里市出身。1990年学習院大学 

卒、西日本新聞社入社。18 年の記者生活

後、退職して英国留学。2011 年 7 月修士

（ジェンダー学 サセックス大学）、2017年

1月博士（女性学 ヨーク大学）の学位を取

得し帰国。現在に至る。 
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 デンマーク生まれのおもちゃレゴブロックがマ

サチューセッツ工科大学と提携して教育心理学に

基づいた「レゴ®シリアスプレイ®」として確立され、

それを実践していくことで問題解決につなげようと

いう現在就業中の方向けの講座に参加してきました。  
 

 レゴ®シリアスプレ

イ®とは見えないもの

を「可視化」し、新し

い気づきを得るとい

う問題解決方法の一

つで 2001 年に LEGO

社のあるデンマークで生まれ、遊びと学びの融合の

中に問題解決のプロセスを巧みにおり交ぜた「新し

い学びの道具」です。 

 背景には『手と脳は互いに連携を取り相互に信号

のやり取りをしながら新たな知識を構築する』とい

う理論に基づいています。頭だけで考えず、ブロッ

クを使って手を動かし右脳と左脳の双方アプロー

チで問題解決に臨むことができます。 
 

ワークの進め方 

①課題が出ます 

②とにかく作る！ 

  あまり考えすぎずに、どんどん手を動かす 

③モデルを順番に説明し合う 

  モデルの各部を示しながら説明。質問も OK 

④気づきを得る 

  改めてモデルと自分を見つめなおしてみよう 
 

モデルを説明するときの約束 

①ひとりずつ、順番に 

②作ったひとが責任をもって説明する 

 ・「なんとなく」は NG 

 ・モデルを見せながら、指さしながら説明 

 ・周りで見ていて興味をもったら質問をする 

  「これは何？」「ここの場は？」「色は？」 

③終わったら、拍手をしよう 
 

 ブロックを組み立てる時には直感を働かせて、も

ともと人間の中に眠っている能力を研ぎ澄ませる

事や自分がレゴブロックと対話を繰り返すことで

内面が意識化され、思考が整理される特徴がありま

す。 

 「問題」は目標があるからこそ見えてきます。「目

的」を達成するために必要なら解決への対策をとり

ましょう。 
 

・他人と過去は変えられない 

・自分と未来は変えられる 

・毎日 8 時間いる職場は明るく楽しく居心地よく 

・笑顔でいると、良いことが起こる 
 

 問題は「解決しなければただの愚痴」です。新年

度のスタートに肯定的
・ ・ ・

な言葉で具体的
・ ・ ・

な目標を書

き出し、自分の現状、理想や夢、そのために○ヵ月

で行動したいことを振り返り自分をみつめなおし

てみることから始めましょう。よーいドン!! 

（情報サポーター 松田 知子） 

 

いますぐ実践！ビジネススキルアップセミナー 

第 2 回「問題解決につなげよう！ 

レゴ®シリアスプレイ®」 

日にち：2 月 24 日（土） 

講 師：深月 敬子さん 

（株式会社ウイルブレイン代表取締役） 

一体どんな思いが込められているのでしょうか… 

参加したみなさんが作ったモデル 
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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☆ 

5月の男女平等推進センター 

 

＜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 

 

*ひとりごと* レクイエム 
 

2017 年の年間ベストセラー総合第一位の佐藤愛子

著「九十歳。何がめでたい」を読んだ。郷里には九

十を超える両親がお伽噺のように住んでいた。分か

ったつもりでも、中高年ごときには計り知れない老

境だったはず。まず、父の介護を生き甲斐にしてい

た母が逝った。ひとりになって俄然しっかりしてき

た父だったが、「お母ちゃんはどこへ行った？」と

探しながら 2 か月半後に母の許
もと

へと旅立った。折

しも「いい夫婦の日」に…である。二人の最期は私

の仲間たちに涙と感動を呼んだ。話を受け止めたフ

ルートの先生のクリスマスコンサートの終盤には、

グノー⇒シューベルト⇒カッチーニと 3 曲の「アベ

マリア」に続いて、クラシック名曲の「金婚式」が

奏でられた。父も母も荘厳な昇天となっただろう。

改めて、人に恵まれたわが人生。めでたくなくとも、

目指せ！九十歳。ところで金婚式だが、とっくに済

ませた両親より我々夫婦に差し迫っていた。 

（情報サポーター 山口郁子） 

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

