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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  アスカーラまつり 

再就職チャレンジ講座 講話① 

・ 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？「7,526件」  

・ 相談室のご案内 

・ ひとりごと 

・ 今月のアスカーラ 



■２  男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ６月号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バザー 

わくわくスタンプラリー 

わくわく工作体験 

子ども市 アスカーラマルシェ 

わくわくカフェ 

みんなＤＥ遊ぼう 

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 

防災を考えようコーナー 

ドキドキつかみどり 

毎年恒例のまどかぴあ男女平等推進センター「アスカーラまつり」が開催された。 

企画・出店はアスカーラ関係団体のみなさんである。 

当日は、あいにくの雨模様であったが今年も沢山のこども達や親御さん達が集まって 

くれた。 

年度明けのメイン行事として定着した感じである。会場は一階のギャラリーモール 

と三階の各会場で催された。 

一階ギャラリーモールでは 

大野城子ども劇場の団員達が大活躍の「子ども市」の 

楽しいゲーム屋さん。 

・しゃてき（ゴムてっぽうで景品を当てる） 

・オセロゲーム ・紙コップゲーム ・ペットボトルダーツ 

・パチンコゲーム 

いずれも手作りゲームで、景品も準備されており、巧みに射幸心を煽っていた。応援 

の大人達も楽しそう。 

大ホール入り口前では、お馴染みのバザー。ここでは掘り出し物を物色する大人達

が集まっていた。かくいう私も買い物の輪に加わってしまった。総合案内カウンター

前では、男女平等推進センター情報誌「すてっぷ」の一年分の掲示。熱心に読んでも

らっている人達を見ると、作成の甲斐があったとの手応えを感じる思いだ。 
 

三階の情報交流ひろばでは、「わくわくカフェ」「ドキドキつかみどり」「わくわ

く工作体験（アンパンマンのいないいないばぁの作成）」。303会議室では、これも

毎回好評の「アスカーラマルシェ」。子育てママによる手作りコーナーの部屋。 

スィーツ、アクセサリー、部屋飾りなど流行に敏感な方達が興味を持ちそうな小物

がたくさん。隣の部屋では「高齢者支援プロジェクト げんき 

かい」の企画・・・誰もが楽しめるカルタやコミュニケーションマージャンのゲームが

行われており、こども達に負けまいとママ達も奮戦していた。外は雨ということもあり、

屋内の遊びに親子で興じている情景が、各所で見受けられた楽しい一日であった。 
 

（情報サポーター 倉町 賢一郎） 

ジョーくんも参加！ 

小物がいっぱい☆ 

お 
ま 

つ り メ ニ ュ ― 
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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 

弁護士による臨時無料電話相談 「女性の権利 110番」 

子育て中心の毎日を送ってきた育児休業の生活から、仕事へ復帰することに不安を感じていませんか？ 

この講座では子育ての先輩である講師に、仕事に復帰してからスムーズに生活するための具体的な対策や

アドバイスをお聞きします。きっと復帰時に参考になるお話が聞けますよ。ぜひご参加ください。 

育休ママ&パパの仕事復帰セミナー 

毎年、男女共同参画週間（6 月 23 日から 6 月 29 日）に合わせて、弁護士会主催・まどかぴあ

共催で実施している女性の権利全般に関する電話相談です。 

女性に対する暴力やデート DV、別居や離婚に関する諸問題、パワハラ・マタハラなど女性の 

権利全般に関する相談及び、ＬＧＢＴを始めとした性的マイノリティーに関するご相談をお聞

きします。 

相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。 

第１回「スムーズに職場復帰を！赤ちゃんが寝てくれて、 

自分の時間も取れる、ミラクル時間割・家事表作り」 

「睡眠不足・生活リズム・家事分担・パートナーへのイライラ」子育て中の悩み解決の

コツを聞いて、コツを形にするための自分のための時間割・家事表を作りましょう。 

復帰後の余裕が違ってきます。 

【対象】育休取得前・中・後のママ・パパ  【定員】30 名（先着順）  【受講料】無料 

【申込方法】電話・FAX・総合案内・ホームページおよび男女平等推進センター窓口にて受付 

【日時】9 月 1 日（土）10:00～12:00   【会場】301 会議室（3 階） 

【講師】山本 ユキコ（子育てフィロソフィ 心理学博士） 

第 2回「素直に伝える 身近な人とのコミュニケーション」 

忙しい日々が続くと、身近な人ほど当たってしまったり、キツイ言い方をしてし

まったりします。関係性がねじれていかないように、忙しくても周囲と良好な関

係性を築けるように、コミュニケーション方法を一緒に学んでみませんか。 

【日時】9 月 15 日（土）10:00～12:00  【会場】202 会議室（2 階） 

【講師】松井 美由紀（セミナールームココアップ代表） 

【日時】6 月 27 日（水）10：00～16：00 

【主催】福岡県弁護士会、日本弁護士連合会 
【電話】092-586-4032 

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


■4  男女平等推進センター アスカーラ情報誌 すてっぷ 6月号 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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」 

6月 5、12、19、26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 

6月 11日（月）10：30～ 

担当：HAND IN HAND 

○ 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：「平成28年度 都道府県労働局
雇用環境・均等部（室）での
法施工状況」 

（平成29年度9月・厚生労働省） 

ご
存
知 

で
す
か
? 

7,526

件 

「男のくせにだらしない」「子ども

が小さいうちは母親は子育てに専念

すべき」など、「男らしさ」「女らしさ」

などの固定的な性別役割分担意識に

基づいた言動はセクハラの原因や背

景となる可能性があります。 

また相談された側が「あなたにも

問題があったのでは」などと相談者

にも問題があるような発言をするこ

とは、セクハラの二次被害に繋がる

こともあります。 

セクハラかどうかの判断が難しい

という指摘もありますが、そもそも

相手の気持ちを考えず「この程度な

ら大丈夫」という考え方が問題です。

セクハラを未然に防ぐためには、他

人の人権に十分配慮して行動できる

一人ひとりの人権意識が重要です。 

都道府県労働局に寄せられる男女

雇用機会均等法に係る相談件数は 

セクシュアルハラスメント（以降、セ

クハラ）に関する相談が最も多く、平

成28年度は7,526件（全体の35.8％）

に上りました。 

職場におけるセクハラとは「職場

において行われる、労働者の意に反

する性的な言動に対する労働者の対

応（拒否や抵抗）によりその労働者が

労働条件について不利益を受けた

り、性的な言動により就業環境が害

されること」。女性も男性も、加害者

にも被害者にもなり得ますし、同性

に対する言動もセクハラに該当しま

す。また、被害を受ける側の性的指向

や性自認に関わらず、「性的な言動」

であればセクハラに該当します。 

おもちゃに夢中な たけとくん

（１歳６ヵ月）。 

真剣な顔でトーマスを見つめて

います。 

熊本地震の時、あなたはどこで誰と何をしていましたか？ 
自身も被災者である講師から、いざというときに自分や家族を
守り、災害への不安に打ち勝つヒントを教えていただきます。 

日 時：6 月16 日（土）10：00～12：00 

会 場：301会議室（大野城まどかぴあ 3階） 

講 師：德丸 宏美 （RiTa iSM代表） 

受講料：無料    定 員：40名  

≪德丸 宏美プロフィール≫ 
 
大手企業や官公庁での司会を 18 年間務め、前職

大和ハウス工業株式会社グループ会社では人材

育成講師を８年間担当。2015 年に独立し、熊本県

を拠点に全国で研修を実施している。 

また、文部科学省認定「EDU－Port ニッポン日本

型教育海外展開事業」の一環として、経済産業省、

外務省と連携し「日本型ビジネス教育」を伝える

講師として海外人材への教育を展開している。 

第 2 回  「経験者に学ぶ！  不安に打ち勝つ防災の備え」 
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 今年も再就職を本気でめざす女性のために日商

PC 検定資格（データ活用 3 級）取得を目標とした

「再就職チャレンジ講座」が開講した。受講生は 12

名。第 1 回目は「強みを活かし仕事に繋ぐキャリア

デザイン なりたい自分へ

～Keep! Up! Shape! 」と題し

キャリアコンサルタントの

中園久美子さんを講師に 2時

間たっぷりと自分を見つめ

る作業をし、19 回の PC 実技

講座に向かうためのウォー

ミングアップを行った。 
 

 中園講師より自分の人生を自分でつくるために、

3 つのテーマを提示された。 

① 「Keep」 強みの棚卸しをしましょう 

② 「Up」  これからの私に必要なことは 

③ 「Shape」 方向を整理しましょう 

テーマ内容を深堀りするた

めに、まず具体的に自己分析

をした。1 つのドットも離れ 

て見れば大きく美しい絵画の 

1 パーツであることに気付く 

ように、少し離れた場所から

自分を観察、操作する「遠隔

操作」を行う。分身の術は使えないが常に近すぎる

自分を客観視する。そして全体を広い視野で見渡す

目を養う。そうすると、自然に自分の性格やこれか

らの最終目標も見えてくる。 

次に自分をプロデュースすること。ここでも大切

なのは将来設計を具体的に書き出すこと。自分が

持っている「強み」を活かし、逆にないものは補う。

行動には優先順位を付け、小さな成功も褒める。揺

るぎのない真実を屈折させるような曖昧な表現を

使うと、自信の喪失につながるのでそれは避ける。

このように自分をプロデュースしていくと、それと

同時に保育園問題や夫を始めとする家族の協力な

ど、現実の明確な問題点も見えてきた。 
 

 誰もが初めてすることに対しては大きな勇気が

いる。ましてや「結婚、退職、出産、育児」と労働

という社会生活から長いブランクを経験した女性

が自らの判断で動くことのパワーは底知れぬ決断

があっただろう。受講生の顔を見ると「固い・緊張・

不安」といった言葉がぴったりと当てはまる表情を

していた。しかし最後に中園講師から「ここで出会

えた仲間と支え合って 100％の合格を願っていま

す」と激励があった時、不安げな表情だった隣の女

性が、ほのかな微笑を口元に落としキラリと輝いた

瞬間を私は見つけた。 
 

 新たな目標に向か

い本気で学び始めた

受講生と一緒に講話

を聴き、体験した。な

ぜか取材しただけの

私まで講話が終わる頃には 13 人目のメンバーに 

なった様なそんな一体感を得られた。それはきっと、

受講生と同じ日に、同じ時間、同じ場所で新たな挑

戦のスタートを切ることが出来たからであろう。 

このたびアスカーラの情報誌「すてっぷ」の情報

サポーターになった私が初めて取材し、初めて書い

た記事がこうして公になる―。私たちは形は違えど

初めの一歩を確実に踏み出した。 

（情報サポーター 遠田真琴） 

 

再就職チャレンジ講座 講話 

第 1 回「強みを活かし仕事に繋ぐキャリアデザイン 

なりたい自分へ～Keep! Up! Shape!」 

日にち：4 月 20 日（金） 

講 師：中園久美子さん（Career crescenDo） 

受講生の感想（一部抜粋） 

 キャリアを自分で作るということ。全てをやら

なくていい、やることを自分で決めていくのだ

ということ。心に留めたいと思います。 

 グループワークで他の方と話しながら、自分

で気付かないことが分かって良かった。講座

が始まるまで不安だったが楽しかった。自信

が出てきました。 

中園久美子さん 
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 ある作家によると「世間のつまらぬ不平や不愉快

を忘れるには 学問に遊ぶのが第一の方法である」

らしい。確かに、確かに。忘れる程に夢中になるは

遊ぶに然り。 

 今夢中になっているのが、古典文学。たまたま

知った物語が、ストーリーもさることながら設定が

おもしろく、平安後期に書かれたものなのに遣唐使

時代の恋物語が描かれている。舞台になった時代に

興味を持ち、天平勝宝以降の歴史を調べたり、

『日本
に ほ ん

霊異記
りょういき

』や『続
しょく

日本紀
に ほ ん ぎ

』などの現代語訳を

読む次第。符合する事項に焦点を当て仮説を立てて

深堀りすると、調べれば調べるほど興味が深まる。

この人物は、あの御子で、中唐のあの皇帝で、年齢

がこのくらいだといつ頃で、と連想していくと関連

の事物を知りたくて知りたくて仕方ない。 

 こうなってしまうと、友人の不平や不愉快も「奈

良時代の話だけど…」と、話を変えたくなる始末で

ある。        （情報サポーター M美） 

6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 
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*ひとりごと* 学問に遊ぶ 

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

